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カベル｢エマソンの完成主義｣による教師教育の再構築
哲学一臨床融合型教育学研究

高　　柳　　充　　利

I.序論

我が国において､近年ほど質の高い教師が求められながら､教師や学校の教育活動が疑わしい

ものとして人々の口にのぼることはなかったのではないか｡高度に技術化･情報化した社会のな

かで生徒に伝えるべき知識は加速度的に増える一方､教師は多様化･国際化した地域･保護者の

要請にも対応して行かねばならない｡しかし､実際には､教師がさまざまな教育言説で不信感を

伴うような批判の対象として取り上げられる場面が少なからずみられる｡これが今日の教師のお

かれた現状ではないだろうか｡信頼関係が最重要視されるべき教育現場に､不信感の漂う不幸な

事態はなぜ起きてしまったのか｡

本稿は､その要因のひとつとして｢教師のアイデンティティー喪失｣を取り上げる.かつて地

域社会における学校教師は､ ｢教育を受けたもの-近代的価値を体現する者｣として､地域共同

体の知識層上位者であった｡しかしもはや高等教育を受けた者は珍しい(｢有り難い｣)存在では

なくなって久しい.いわば教師は地域社会の知的生産活動における｢フロントランナー(先頭者)｣

ではなくなってしまったといえる｡高度産業化国際化社会の到来とともに､各種専門職者や情報

産業従事者､起業家たちが辛うじてその地位を暫定的に維持するのみである｡それでは､ 21世紀

のポスト産業資本主義社会の日本において､教師の果たす役割とは何か｡地球規模で情報が氾濫

し､さらにそれが激しく変化し続ける世界においては､常に｢学び｣を続けることが誰にとって

も生涯を通してのプロジェクトとなる｡ならば学ぶことにより困難な時代を生き延びる道を模索

する姿を教室の内外で提起し続ける､いわば｢『学び』のフォアランナー(先行者)｣としての教

師が求められるのではないか｡ ｢常に自己完成に向け変容し続ける｣ことを説く｢エマソンの完

成主義｣を提唱する米Eg-ーバード大学の哲学者スタンリー･カベル(Stanley Cavell)の思想

を理論的土台として､教師教育の再構築を論じたい｡本稿ではまず､現代の日本社会において教

師の｢フロントランナー｣としての地位がどのように無化されてきたのかを考えたい｡そしてそ

れは｢フォアランナー｣としての教師とはどのような存在であるのかを模索することへとつながっ

て行く｡最後にそのような教師の｢学び｣と働きを可能にし得る新たな教師教育のかたちを､

｢『学ぶ者』としての教師が学ぶ場｣として描くことを試みたい｡また､新たな教師教育の内実そ

れ自体のみならず､こうした｢場｣を巡る議論と試行とが､教育の哲学と臨床を架橋する対話的

空間をきり拓く契機となることを､より巨視的な観点において期しているとの意図もあらかじめ

明記しておきたい｡
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日.本論

1. ｢『学び』のフォアランナー｣としての教師の未来

そもそも｢『学び』のフロントランナー｣であった教師､つまり地域共同体の知的活動の確固

たる担い手であった教師とは､どのような存在だったのだろうか｡教育社会学者の竹内洋は､自

身が中学校三年生だった1956年の地方の町の様子を振り返り､こう記している｡

高校教師はどうみてもいまの大学教授より威信があったように思う｡新制高校教師こそ地方の

文化人だった｡この町では､女学校出のインテリ有閑夫人を対象にカルチャーセンターまがい

の文化サロンもあった｡サロンの講師はきまって新制高校の若い先生だった｡ (竹内, 7)

上に示した文章は､竹内自身の回想であると同時に､産業資本主義社会における知の配分の雰囲

気を証言している｡すなわち固定化された知識階層に所属する者としての教師である｡地域共同

体において､文化的活動のリーダーとして｢威信｣を持っ存在であった｡

この｢威信｣を可能にしていたものは､では何なのだろうか｡司馬遼太郎は小説家ならではの

秀逸な比橡を用いて説明している｡ ｢まことに明治初年､西洋文明受容期の日本は一個の内燃機

関だった｣とし､ ｢その配電盤にあたるものが東京帝国大学｣であった､と言う｡さらに｢いま

でもこの大学に権威の残像がのこっているのは､そのせいである｣と続けている(司馬, 146)c

つまり欧米の諸科学を電流として､それを帝都の最高学府において一手に受け止め､地方の大衆

むけに低い電圧に変えた後に配電する､という知の階層構造が日本にいきわたっていた､という

わけである｡日本の津々浦々の中等教育､つまり中学校･高校の教育活動も､おおむねこの配電

盤に沿う形で行われたと考えて良いだろう｡知の｢変電｣が大学で行われる以上､大学で学んだ

者-教師が地域の(すなわち地方における大衆の)共同体のなかで文化的活動の旗手になること

は当然であろう｡ ｢フロントランナー｣としての教師を可能にしていたものは､近代化のピラミッ

ドにおける位置エネルギーであったといえよう｡竹内が高校教師に感じた｢威信｣も司馬のいう

｢権威｣も､ともに内実となっていたのは同種の位置エネルギーだったのではないだろうか｡

では､現代ではなぜ教師の｢威信｣ ･ ｢権威｣が薄れてきてしまっているのか｡この問いに直

接応答する前に､どのように､あるいはどれほど､こうした｢威信｣の低下がもたらされている

のかに､すこし眼を配ってみたい｡もし竹内のいうように｢いまの大学教授｣がかつての｢高校

教師｣より｢威信｣がなくなってしまっているのであれば､ ｢いまの高校教師｣のそれたるや､

さらに厳しい状態にあることになる｡実際､ゴードン(June A. Gordon)の研究によれば､日

本社会において教師のイメ-ジは急速に変わってきているという(Gordon, 464)｡その変化の

特徴のひとつに､ ｢敬意の欠如(lack of respect)｣があるという｡ゴードンの調査に協力した教

師たちの大多数が､生徒や保護者など､彼ら教師をとりまく人々の敬意を得られないフラストレー

ションをロにしていたという｡具体的な数値としては､たとえば1996年から2001年にかけて日本

国内の10の都市で69人の教師(小学校･中学校･高等学校)を対象とした調査において､ ｢あな

たは教師として尊敬されていると感じますか｣という問いに対し二次のような結果がでている｡

｢生徒から(尊敬されている)｣と答えたのはたった18%､同様に｢保護者から｣には14%､ ｢杜
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会から｣にいたっては11%であった｡また｢自分の家族から｣の項目においてすら21%である｡

まいにち生徒と向き合い､と･きに保護者との抜き差しならぬ葛藤を抱え､そしてまた同時に社会

の構成員として活躍している教師自身が上記のように感じているということは､教師の｢威信｣

の低下ということが､現実として深刻な事態にあることが推測される｡

ここで､なぜそのようにまで｢威信｣の低下がすすんでしまったのか､という問いに戻ろう｡

かつての教師の｢威信｣の一因が､日本の近代化という装置における位置エネルギーに由来する

ことは､すでに述べた｡もちろんアジア的儒教精神の衰退など､教師とそれをとりまく環境との

関係性の変化について､別の側面から語ることも可能である｡しかしここではより社会構造的な

変化に着目して話をすすめたい｡そうすることにより､そもそもなぜアジア的儒教精神が日本社

会において衰退しているようにみえるか､といったことについても一定の省察の材料を提供する

ことになろう｡さて､前述の位置エネルギーは､知的なヒエラルキーを足場としていた｡そして､

そのヒエラルキーは､日本の近代化という趣旨のもとに成立していたことも確認した｡そこで､

教師の威信低下という現象を､現代の日本において､近代化という命題のゆらぎという視点から

捉え直してみたい｡このような視点から､現代の社会構造の変化を｢差異性｣概念をも援用して

考えてみる｡近代化という命題をゆるがしているものについて､経済学者の岩井克人は､産業資

本主義からポスト産業資本主義への移行であるとしている(岩井, 208)c　産業資本主義において

は､すでに存在している差異(モノ､カネ､情報など)が利潤を生み出してきた｡しかし､ポス

ト産業資本主義においては､新たなる｢差異性｣を常に生み出していかなければならない｡理由

はふたっである｡まず､ポスト産業資本主義の社会においては､価値をもっ｢差異性｣は､ ｢特

許をはじめとしたさまざまな制度や手段を使って｣ガードされているので､どの企業も､個人も､

簡単には模倣させてくれない｡もうひとつは(最初の理由と矛盾しているようだが)､ ｢ポスト産

業資本主義においては､モノもカネも情報も､すべて標準化されてしまう強い傾向をもっている｣

からである｡標準化とは､ ｢差異性｣の消失であり､端的にいえば､情報が｢グローバルに拡散｣

されることによる陳腐化としていいだろう｡保護されている差異からは､模倣なり改良なりによっ

て利潤を生み出すことができない｡一方､公開されている差異は､一瞬のうちに共有され､短時

間で｢差異性｣を失ってしまう｡こうした状況をふまえ､岩井は｢ポスト産業資本主義とは､

(中略)差異性を創り出していかなければならない資本主義｣であると述べる(Ibid., 239)c　新

しさを持って登場し一定の利潤をもたらした｢差異性｣も､わずかな期間で陳腐化し､その｢差

異性｣を失ってしまう｡このような社会においては､常に｢差異性｣を生み出すことが求められ

る｡

さて､ ｢差異性｣が消失し続けるがゆえに｢差異性｣を生み出し続けなければならない社会一一一

ポスト産業資本主義の日本日-において､教師はどのような事態に直面しているのか｡社会構造

的変貌に従い､何より教師の｢威信｣が失われて行った､と考えられる｡産業資本主義の行き詰

まりと､近代知の｢受容｣のための知的階層構造とは､共通した根をもつ以上､その興亡の軌を

一にすることになるのはやむを得ないことであろう｡岩井の説明にあったように､急速に知の新

鮮さが損なわれるのがポスト産業資本主義の常である｡ピラミッド型の配電盤に組み込まれた時

点で､知識はすでに新しさを失ってしまっている｡それが新任の教師においても数年前､ベテラ

ン教師においては数十年前に獲得した知識･技能であるなら､なおさらのことである｡かつては
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二十歳頃までに受けた教育により､固定化された知のヒエラルキーにおける位置エネルギーを核

として｢威信｣なり｢権威｣なりを持ち続けることができた｡そのようにいうと､文字通りあま

りに権威的､封建的にきこえるかもしれないO　しかし逆にいえば､教師はその位置エネルギーを

己のアイデンティティーとして､そして周囲からよせられる敬意を自らの責任への眼差しとして

とらえ､教師という職業に社会的使命感を感じていた｡現在｢権威｣の根拠は失われっっあり､

｢敬意の欠如｣は不信をうみ､それにともない教師としての使命感も持つことがきわめて難しく

なってきている｡使命感を持てないとは､積極的に充実した職業生活を送ろうとする動機をみい

だせずにいるということと､ほぼ等しい｡教育学者の佐藤学は現在､日本の学校教師のおかれた

不幸ともいえる状況をこう述べている｡ ｢多くの教師はアイデンティティーの危機に直面してお

り､無気力とシニシズムのわだちに陥ってしまっている｣と(Sato, Comparative, 126)｡佐藤

の論拠とするところも､岩井と同様､日本社会の構造的変化である｡

戦後の復興期において､教師は民主主義の変革の最前線における活動家であった｡六〇年代か

ら七〇年代にかけては､教師の公的使命は高度産業化社会を支えるための学校教育の拡大とし

て定義された｡しかし､ポストモダンの時代における大量消費社会と､市場主義的教育の影響

の波及に際し､教師は公的な使命感という概念の大部分を見失ってしまった(Ibid., 128)

ここでも従来の社会構造が衰退するなかで､教師が自らの社会的役割を兄いだせずにいる様子が

示されている｡これはゴードンの調査によって浮き彫りになった､世間からの｢敬意の欠如｣に

困惑している教師の様子と､コインの裏表の関係にあるものといえよう.

このように､教師は地域社会の知的活動において､明確な地位と使命を持った｢フロントラン

ナー(先頭者)｣ではなくなってしまった｡それでは21世紀のポスト産業資本主義社会における

教師の果たす役割とは何なのだろうか｡あるいはそうした社会において､今後､教師はどのよう

に自らのアイデンティティーの再構築をはかって行ったら良いのだろうか｡

2. ｢工マソンの完成主義｣における教師の変容

ここで｢常に自己完成にむけ変容し続ける｣ことを説く｢ェマソンの完成主義｣を提唱する哲

学者スタンリー･カベルの思想に着目したい｡なぜこれからの教師の役割を探るうえでカベルの

哲学が関係してくるのか｡教育哲学者の粛藤直子は次のように解説するO

カベルによるエマソンの完成主義は､上方に待ち受ける究極的な最善状態の達成ではなく､日

常性の中で､今ここにおいて達成され続けてゆく完成の思想である0 (欝藤, ｢自らの声で｣,

139)

ここで語られている自己完成-の変容(transfiguration)と､岩井の言うポスト産業資本主義

における｢差異性｣の持続的な発見とを､同質なものとして論じることは無理があろう｡むしろ､

カベルの思想は､岩井のような社会学的経済学的とは異なる視点､つまりは教育の哲学の視点か

ら､変化する社会における｢学び｣の困難さへの応答のひとつとなると考える｡すなわち､ ｢日
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常性の中で｣ ｢達成され続けてゆく｣自己変容の思想である｢エマソンの完成主義｣は､教師を

はじめ､知的生産活動に従事する人々が､価値観のゆらぐ社会における日常のなかで｢学び｣を

達成し続けてゆくための育ちと変容への誘いを示唆するように思われる｡

カベルの｢完成主義｣は､アメリカの｢知的独立宣言｣を書いたと評される19世紀米国の思想

家エマソン(Ralph Waldo Emerson)を理論的根拠としている｡エマソンは通常､その代表作

のタイトルでもある｢自己信頼｣という用語に象徴されるように､アメリカ的な個人主義の提唱

者として紹介されることが多い｡しかしカベルはその思想を自己と文化の完成と云う観点から捉

え直す｡カベルはエマソンの著作から､たとえば次のような箇所を引用する(Cavell, 54)｡

哲学者のひとりひとり､詩人のひとりひとり､俳優のひとりひとりは､いっの日にかわたしが

自分の手でできることを､まるで代理役でもつとめるように､わたしに代わってしてくれただ

けのことです(Emerson, 49)

哲学者は自らの哲学を語る者であり､詩人は自作の詩を詠いあげる者であるはずである｡しかし

エマソンは､優れた哲学者も詩人も､エマソン自身の代理役である､と言う｡なぜそのように言

えるのか｡カベルはエマソンを引用したうえで､こう述べる｡

より高い､あるいはさらに先にある自己の直観とは､その直観に思いを寄せる者の姿をして､

その者にじかに訪れようとしているそれであることは､ここではまったく疑う余地がないだろ

う｡偉大なる人々は彼の代理役達だったと言ったばかりのこの者は､ ｢私｣はいっの日か､い

わば､その代理役になる､と宣言する者だ｡私は､きざLとしての､手本としての､私自身に

先行(forerun)する(Cavell, 54)

カベルは､ある優れた哲学者なり詩人なりに思いを寄せる､つまりは憧れる､ということは､そ

うした人々のなかに､より高い自己の姿を直観的に兄いだしているからだ､とここで述べている｡

このように､より高い自己のイメージを代理する者を､自己に先行する(forerun)者だ､とす

るO　ただここでことわっておかなければならないのは､ "forerun''は｢予見する･前兆を告げる｣

という意味も持っことである｡これを忘れると､ ''forerunner-.は､決められたコースにおいて単

に自分より前方を走っている者､ということになってしまう｡それでは模倣モデル､ヒエラルキー

の上位者とかわらない｡予見者は､あなたの進む道筋をあれこれと説明したりはしない｡あなた

が自分で道を見っけようとする､その過程において､何かしらヒントとなるようなイメージなり

言葉なりをわずかにもたらすのみであるO前兆そのものに触れるのは一瞬でも､しかしあなたの

探究自体は力強く喚起されるO　そのような働きをする存在が'forerunner''である｡エマソンは

｢先行者(Forerunners)｣と題した詩を残している｡ ｢ながいこと､幸福な案内者を追いかけた

が/決して桟に並ぶことはできなかった｣と始まり､ ｢ハープのような笑い声を聴き/そして幾

日ものあいだ､私は心に持ち運ぶのだ/荒れ果てた道を聖なるものと変える平安を｣との言葉で

終わる(Emerson, 519-520)｡ここには､ "forerun"という語の持っふたっの意味がよく表されて

いるように思えるO追いつくことのない先行する走者というイメージと､困難のなかでの歩みを
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力づける予見者としてのそれである｡

さて､このようにあなたの代理人はあなたの先行者(forerunner)である｡先行者をおいかけ

て走るうちに､あるいは予見者によってもたらされた前兆に励まされ進むうちに､あなたもまた

誰かの先行者となる､という可能性をも示唆する｡本稿の関心である教師の働きに例えるならば､

ある者の教師としての｢学び｣は､他者にとっての｢学び｣の道でもある｡あるいは自らの｢学

び｣は､教師としての｢学び｣となる､と言ってもいい｡このモチーフを､詩人ワ-ズワース

(William Wordsworth)はこんな風に表現している｡ ｢われらの愛したものごとは/彼らも愛す

るだろうから､いかなるものか教えよう("The Preludel- 14.46-47)｣.自らの希求する姿を追い

求めることが､いっのまにか他者の同様の希求を手助けする存在への変容につながっている､と

いう関係性がここで述べられているように思う｡

ここに｢『学び』のフォアランナー｣としての教師の姿を探ることができよう｡今後､教師は

二十代の初めに高等教育を終え､いったん教師となったら､そのまま一生教師であり続ける､と

いう形ではもはやその職を全うできない状況が進む｡ポスト産業資本主義の到来した日本におい

ては､常に学び続けることによって､つまりは常により高い自己を目指して変容するという過程

において､教師は教師としてあり続けることが可能になるのではなかろうか｡ ｢教師である｣と

いう確固たる状態の得にくくなるなか､学び続けること､つまり｢教師になりゆく｣ことを繰り

返してゆくことでこそ､教師のアイデンティティーは確立されていくということであるO実際に､

賓藤は｢エマソンにおいて､自己は､今ここに『ある』 (being)と同時に『なりゆく』

(becoming)存在である｣と指摘している(賓藤, ｢教育の哲学｣, 42)｡このように､知識や地位

の固定的な保持者としての教師から､新たな自己の姿を求め､ ｢学び｣を続ける動きそのものに､

新しい教師のありようを兄いだすことが可能であろう｡

それでは､もうすこし具体的なレベルでは､カベル､エマソンにおける｢学び｣とはどのよう

な形態を持っのか､考えてみたい1.ヵベルはエマソンの思想のなかでも､思考と言語の関連性に

着目する｡なかんずく､読むことを巡る問題は､カベルがェマソンを解釈するうえで中心的な役

割を果たす｡英国の教育哲学者であり､教育哲学会誌の編集長でもあるスタンディッシュ(Paul

Standish)は､共著『ニヒリズムの時代の教育』において､ ｢エマソンの完成主義｣を教育の文

脈で語るなかで､次のように述べている｡ ｢読書という過程と実践は､エマソンの提唱する文化

と教育の概念についての彼の思考の中で､特別な重要性を持っ(Standish et al, 156)c｣なぜ､

エマソンにおいて読書という行為は特別なのか｡エマソン自身にこんな文章がある｡

創造的な著述と同様に､創造的な読書もあるわけです｡精神が努力と創意によって緊張してい

るとき､わたしたちの読むありとあらゆる書物のページが多様な暗示で輝き始めます｡

(Emerson, 42)

読書とは､他者の見識の無批判な受容や単なる模倣ではなく､新たな､独自の知を創りだすこと

である､とェマソンはここで言っているように思う｡スタンディッシュの解釈を紹介しよう｡

｢これは歴史の否定ではなく､先達者への適切な敬意のはらい方である｡｣ ｢内なる声は過去のテ

キストを読むことにより力を得る｣ (Standish et al, 156) ｢ェマソンの完成主義｣において､
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創造的に知に関わり､日常のなかで自己が変容して行く､そのありようとは､どのようなものか｡

それは他者の精神活動の成果を日常的に､しかし自律的に読み込むことでむしろ自己の持つ特殊

性･独創性が浮き彫りになる､ということではなかろうか｡エマソンースタンディッシュの言う

｢創造的な読書｣とは､読書という日常的な行為を通じ､日常の前提になっている自己と自己の

状況を問い直す行為である､と考えることができる｡

しかしここであまりエマソン-カベルの思想を単純化しすぎないよう注意しなくてはならない｡

もしかすると結局｢創造的な読書｣とは､過去にある知識をふまえて､何らかの見識を足して行

くこと､という誤解を招いているかもしれない｡それは本意ではない0 ｢創造的な読書｣によっ

てもたらされるのは､量的な変化ではなく､質的な変容である｡スタンディッシュはこう語る｡

読むことにおいて適切な関係をつくることに失敗しても､情報の集積や複製は可能であるが､

教育の観点からは不毛である｡ (中略)読書において私たちは､テキストのなかに私たち自身

の何かを兄いだすか､あるいはそう出来ず､ゆえに何も新しく獲得せずにいるかである､とエ

マソンが言うとき､テキストは私の隣にある(next to)何か､隣接する何か､それに向かい

私が動いて行けるような何かを持っている､という感覚がある(Standish et al, 160)

情報の量を増やすだけでは､あるいはその安易な模倣を繰り返すだけでは､既存の知識の収集に

すぎない｡ ｢創造的な読書｣とは､スタンディッシュの解釈にあるように､自己の隣にある何か

を見つけるということである｡この｢隣にある｣という表現は､ ｢隣接する(next to)｣と｢次

にある(next)｣というふたっの意味合いを持っと考えられる｡今ある自己に非常に近いところ

にありながら､しかし別の段階にある自己を､カベルは次なる自己(next self)と呼ぶ｡ ｢創造

的な読書｣とは､上の引用にそくして考えれば､次なる自己を兄いだす過程である､と言い換え

ることができるだろう｡

カベルは､今ある自己と次なる自己という概念に､別の呼び名も与えている｡ ｢達成された自

己(attained self)｣と｢未だ達成されていない自己(unattained self)｣である(Cavell, 12)｡

テキストの字面と､そこに書かれている情報だけをなぞることは､ ｢達成された自己｣の範囲内

だけで読むという行為をしていることであろう｡一方､もしテキストとの出会いのなかで｢末だ

達成されていない自己｣を兄いだすことができたら､それは自己変容の過程が始まったことを示

すO　なぜなら｢未だ達成されていない自己を認識することは達成への第一歩(Ibid., 12)｣だか

らである｡そうした意味で､スタンディッシュも｢読書の出会いは､さらに先にある自己

(further self)との出会いに似ている｣と述べている(Standish et al, 161)｡創造的に読むこ

ととは､外部にある情報を手に入れることではない｡何かを知ろうと欲していた､その自分自身

の新たなる姿をテキストのなかに兄いだすことである｡エマソンは言う｡ ｢偉大なひととは､も

のの形を変えることのできるひとではなく､わたしの精神のあり方を変えることのできるひとで

す(Emerson, 47-48)｡｣ここで言われている｢ひと｣をテキストと考えてみる｡ ｢創造的な読書｣

によってもたらされるのは､物理的次元の変化(情報量の加増)ではなく､ ｢わたしの精神のあ

り方｣における､つまり自己存在のレベルにおける変化である｡そのように理解することができ

よう｡
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しかしカベルのいう｢達成された自己｣から｢未だ達成されていない自己｣への変容とは､一

体どのようなものであろうか｡カベルの説く変容のもうひとつの特徴は､私たちは常に次なる変

容へと引き寄せられている､ということである｡ ｢『ひとつ』の自己を『持っ』ことは､その自己

から次の自己たちへの移動の過程である(Cavell, 12)｣とカベルが述べるように､ ｢未だ達成さ

れていない自己｣は､達成された瞬間､ ｢達成された自己｣に変わる｡よって自己はまた次なる

｢未だ達成されていない自己｣への変容に開かれるのである占　このようにして｢エマソンの完成

主義｣における変容は､固定された到達点にむけての終着ではなく､常に変容を繰り返すことに

よりそれぞれが新たな可能性を獲得し続けて行くことを含意する｡ ｢完成主義｣とは､持続的な

｢ある種の向上(edification)｣の思想であると言える(Standish et al, 161)｡

3. ｢創造的な読書｣にみる教師教育のかたち

こうして｢エマソンの完成主義｣における｢創造的な読書｣を､自己変容の過程としてみてき

た｡当然つぎのような問いが想起される｡本稿の関心であった､教師のありようという観点から､

この思想にどのように向き合うことができるだろうか｡この問いへの応答のひとつとして､ ｢創

造的な読書｣のための時間と機会を教師教育のなかで設ける､というビジョンを提起したい｡固

定化された具体案として制度的に提言する､という意味ではない｡本稿の段階では､教育現場の

苦境によりカベル哲学に内在する実践性を喚起される形で1--あるいは｢完成主義｣の声を臨床

に響かせる試みとして-- ｢創造的な読書｣の教師教育という実践-概念を論じたい｡そしてま

たそうした教師教育の空間が｢哲学と臨床の対話の揚｣になることを期して｡

さて従来､教師教育とは､ ｢教える者に教えることを教える｣ことであると認識されてきた｡

しかしいわば職業訓練としての教師教育は､教える内容も､教える者の社会的地位も､そして教

えるという行為をとりまく社会も､一定の安定した装置に組み込まれていることを前提としてい

た｡すでに論じてきたように､教師が近代化の旗手として､高等教育機関で蓄えた知を配分する､

という伝統的な構図は限界に達しつつある.にもかかわらず教師教育で通常とりあげられている

のは､たとえば｢効果的指導法｣ ｢最新教育機器の活用｣といった題材である｡ところがそうし

た指導法､教育機器を用いて行われる授業の内容自体が知として陳腐化してしまっているのでは､

生産的な展開を見込むことは難しい｡常に学び続けることによって｢教師になりゆく｣ことを持

続させる者､という教師理解を土台とするなら､教師教育も｢教える者が『学ぶ者』として学ぶ｣

場への転換が必要であろう｡ ｢学ぶ者｣としての教師が､生徒の｢学び｣に､いかに先行するか､

先駆けるか､ということを考え､実践する場としての教師教育｡あるいはそうした教師の｢学び｣

を励まし援助する場としての教師教育｡こうした｢場｣の開拓が､アイデンティティ-の危機に

ある教師の窮状を乗り越える手がかりとなるはずである｡

こうして｢学び｣のなかに臨床で活動する自己の変容が兄いだされ､また一方で､ ｢学ぶ者｣

の変容が｢学び｣の存在の再定義を申し立てる､という哲学一臨床の対話的構図が浮かびあがる｡

どのような構図なのか｡ふたっのレベルで説明したい｡ひとつは教師教育の｢場｣そのもので何

が起こるか､ということである｡例えば､`教師が哲学を学ぶ｡プラントンの『国家』を読むとし

よう｡プラトンは教師に何を語り得るか､という問いかけがなされる一方で､教師からプラトン

に何を応答し得るか､という試みも進行することになる｡ここでは､教師が哲学に学んでいるの
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か｡それとも哲学が教師に学んでいるのか｡どちらとも言い切れず､その言い切れなさによりま

た｢学び｣が勢いを得る､両義的な空間が創出される｡ここに､いかに効率的に知の配分を行う

かを命題とする技能的訓練とは異質な､哲学一臨床融合的教師教育の姿が見え始める､という意

味である｡もうひとつのレベルは､教師教育という｢場｣のあり方をめぐり哲学一臨床の双方向

からのアプローチが行われる､という意味での対話的構図であるO ｢完成主義｣的教師教育の探

究とは､このように哲学的研究領域であり臨床的実践空間である､と位置づけることが出来よう｡

では実際にどのような新しい教師教育のかたちが考えられるのか｡ひき続き｢創造的な読書｣

に注目したい｡ ｢エマソンの完成主義｣における｢読むこと｣を実践する場としての教師教育を

イメージしてみる｡まず教師に､読む機会と時間を提供する｡何を読むかについて詳しく論じる

ことはここでは避けよう｡スタンディッシュは｢私は読む必要がある｣と述べたうえで､その理

由について､ ｢文化的対象物｣への｢私のなかにある応答｣を｢見つけるなり､向き合うなりす

る必要がある｣からである､としている(Ibid., 161)｡ゆえにひとまず､人類の文化活動の産物

としての､書かれた物を読む､という大きな枠を提示しておくに留める｡では｢文化的対象物｣

を読むことで､教師にどのようなことが期待されるのか｡上の引用にあるように､ ｢私のなかに

ある応答｣と｢向き合う｣ことがひとっである｡繰り返すが､情報収集の読書ではない｡テキス

トを通して見えてくる､未だ見えたことのなかった自己の姿である｡しかし他者によって書かれ

た本を読んで､自分でも分からなかった自己について何かしら得るところが､本当にあるのか｡

そうした疑問もあろう｡カベルは言う｡ ｢エマソンの書いた物は､私の私自身との差異を認識す

る働きとして､私の他者との差異を認識する状況をつくりだしてくれる(Cavell, 53)c｣ここで

の｢エマソンの書いた物｣は､ ｢文化的対象物｣の代表として名前があがっているものと考えれ

ばいいだろう｡他者の書いた物を読むことを通して可能になるのは､自己と他者との差異の認識

であり､また自分と自分自身との差異の認識でもある｡自己と他者との差異とは､言い換えるな

らば自己と自己の代理人･先行者との距離であろう｡そして自分と自分自身との差異とは､今ま

で論じてきた概念で説明するならば､ ｢達成された自己｣と､先行者に投影･象徴されている

｢未だ達成されていない自己｣との境界であろう｡先行者は､ ｢次なる自己｣を体現しているとい

う意味で自己の姿を表していると同時に､ ｢未だ達成されていない｣という意味において自己な

らざるイメージを表象している｡ゆえに人は先行者に引き寄せられるのであろうO　カベルはこう

した二重性をもっ｢次なる自己｣を表現する上で､ ｢未達成であるが達成可能な自己

(unattained but attainable self)｣とのエマソンの概念を援用している(Cavell, 8; Emerson,

115)c　このような文脈から先の引用を解釈するならば､ ｢創造的な読書｣を通して向き合うこと

になるのは､ ｢自己ならざる自己｣であり､ ｢自己ならざる他者｣である､ということができよう｡

そこに教師の変容(そして､教師への変容)に向けた可能性がある｡

教師に今後､ ｢教え続ける者｣であると同時に｢学び続ける者｣であることが求められるとす

れば､それは既に得た知識に新しい情報を付与することが望まれているわけではない｡むしろ情

報の獲得･配分といった構造からいったん脱却し､今ある自己から､次なる自己へと変容する様

子を生徒との生活の中で提示し続けることこそが待たれているのだろう｡そのようにして初めて

カベルの言にあるように､他者の言説を介しての知的活動から自己の独自性が兄いだされるので

はなかろうか｡そうした意味で､カベルのいう｢創造的な読書｣は､ポスト産業資本主義におけ
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る社会状況を引き受けもするが､安易に単一の価値体系に組み込まれることを拒む自律性をこそ

強調する｡ゆえに変容とその過程とは､状況への参与でもあり環境の対象化でもある､と言える｡

本稿の主眼は具体的な教師教育のプログラムについて描写することにはないにせよ､その内実

について一言ここで付け加えておこう(しかしあくまで読者のイメージを喚起するためのもので､

最終的･網羅的なものではない)｡それは､ ｢創造的な読書｣のための読書会を試みてはどうか､

ということである｡読書会をひとつの契機として､ある本を読む｡そして読書会での対話をとお

して､その本を読み直し､また､自らの読みを読み込む｡そのようにして､ ｢創造的な読書｣へ

の多層的なアプローチを可能にしていくことはできないだろうか､と考えていることを記してお

きたい｡

さて､教師が｢フロントランナー｣であった時期には､知の獲得のための道順もゴールも明確

であった｡階層構造から配分される､下りて来る知を収集することは､自身が階層構造を上るこ

とを意味した｡しかし｢フォアランナー｣としての教師の｢学び｣に舗装された通路はない｡草

原を馬区け巡るように全走者が入り乱れての交通である｡古い秩序を失った分､混乱もあれば不安

もあり､不信も増す｡しかし一方で､もし自らの｢学び｣の先行者と出会うことができれば､そ

れは大きな力となり喜びとなる｡そしてそのような出会いにより､自らもまた誰かに先駆ける者

へと変容して行く｡こうした｢学び｣の連鎖のイメージは､教師教育の再構築に貢献し得ると考

える｡佐藤は､教師を｢公僕｣か｢技術者｣としてしか理解しようとしないことの裏には｢中央

集権的｣な｢教育システム｣があると述べる｡そしてそのような教師理解に対比させて､ ｢教師

の自律性と知恵の原理｣に基づいた｢プロフェッショナルとしての教師｣が望ましい原型に相当

するであろう､としている(Sato, Handbook, 166)c　自律性と知性に裏付けされたプロフェッ

ショナルとしての教師､という視点は､ ｢『学び』のフォアランナー｣としての教師像と共鳴する

ところがあると考えて良い｡

それでも､と､教師のおかれた厳しい現実をよく知る者であればあるほど､このように問いた

だしたい衝動を覚えるだろう｡日々変化する社会のなかで､ -刻一刻抜き差しならぬ葛藤を抱え､

教師が時間的に､そしてまた精神的に追いっめられるなかで､果たして｢読むこと｣から始める､

というような迂遠な教師教育に､本当に窮状を生き延びる力を得られるのだろうか､と｡スタン

ディッシュは言う｡自己理解とは､ ｢ナルシスティックな内省｣によるものでも､ ｢教祖の権威的

判決による宗教的啓示によるもの｣でもなく､ ｢むしろ自らの日々の実践に立ち返ることのなか

にある｣､と(Standish et al, 155)c　日常の実践への回帰､と聞き､教師たちは何を連想する

だろうか｡生徒がコンビニで購入したお菓子の､その屑を放課後､教室で拾うことだろうか｡茶

色に染めた頭髪の判定をめぐる､生徒と保護者と同僚とを巻き込んでの衝突だろうか｡あるいは

雨の日に生徒が片手に傘をかかげたまま自転車を別の片手で運転することの危険性をどのように

指導したかに関して､自治体の関係部署に報告する書類の作成だろうか｡教師の日常の実践とは､

何であるのか｡スタンディッシュは､エマソンのエッセイ｢詩人｣の表現を使いながら次のよう

に述べる｡ ｢教える者と学ぶ者の実践はそれゆえ真意を読み､しかしそれに安住しないことだ一一-

おなじ対象を自分の新しい想念の解説者にしながら｣ (Standish, 167-168)｡知識の授与者とし

てであれ､ ｢学び｣の先行者としてであれ､ ｢文化的対象物｣を巡る知的活動への参与者としての

教師の実践の中心には｢読むこと｣が存在しているはずである｡そこに｢学ぶ者｣としての教師
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が困難な時代を生き延びる道もひらかれるのではなかろうか｡それは｢学ぶ者｣である生徒が同

時代を生き延びようとする道にも重なる｡そうした見地に立っならば､危機にある教師のアイデ

ンティティーの深化と更新を目指す､日常の実践としての｢読むこと｣の｢完成主義｣的な再発

見は､むしろ教師教育の急務であるのではなかろうか｡

川.結論

社会の構造的変化にともない､教師の自己理解が困難な状況にあるという認識にたち､近代知

の｢フロントランナー｣から｢『学び』のフォアランナー｣への転換が教師に求められているの

ではないか､との問題提起から本論は出発した｡そして教師が｢学び｣の先行者であろうとする

ことは､固定的な知の配分者としての役割から離れ､自律的に知を編み直そうと試みる者となる

ことを意味すると述べた｡そこで､持続的な変容の思想であるカベルによる｢エマソンの完成主

義｣に着目し､ ｢創造的な読書｣の行いのなかに教師の新たな働きの可能性を兄いだそうと試み

た｡知の配分者としての教師の存在が脅かされている以上､効率的な分配法伝授としての教師教

育は分岐点にある｡カベル哲学と教育との仲介者として特にスタンディッシュの言葉に道を示さ

れながら､ ｢創造的な読書｣に基づく教師教育のかたちを論じた｡そのような教師教育は､ ｢学び｣

による｢教師になりゆくこと｣が｢教師であること｣のアイデンティティー再構築へとつながる

と考えた｡また､ ｢読むこと｣を新しい教師教育の柱と考えてみることは､教師の本来的な実践

への回帰とその再定義をも促すことにもなろう｡

こうして本研究では､臨床にある教師が哲学の領域を行き来する｢学びの場｣としての教師教

育の可能性を探った｡またこの論考自体が､対話の｢場｣創出のための哲学一臨床共同的作業へ

の呼びかけとなれば､との願いも込めた｡忙しさと深刻さであざなった縄を綱渡りするような教

師の状況がある｡そうしたなかで時間的･精神的な伸びやかさをひろげ行くような教師教育づく

りに､微力ながら貢献することになったなら､というのが著者の切に願うところである｡

今まで論じてきたように､新しい世紀には､絶え間なく知の創出に臨むことが誰にでも求めら

れる｡ならば､これからそれぞれの共同体における知的活動に生命を吹き込むのは､配分された

知を保持する教師の｢威信｣でも､マスメディア的文化英雄のカリスマ性でもなく､ ｢学び｣に

より新たな自己を達成し続けてゆく教師の日々の働きであろう｡

本稿の締めくくりに際してなお､しかし決定的な問いが残されている｡本稿で論じた､ ｢創造

的な読書｣をひとっの核とする｢教師が『学ぶ者』として学ぶ場｣である教師教育とは､より具

体的にはどのような形態･活動になるのか､ということである｡この点についても､より読者の

イメージを喚起する手法を模索しながら､カベルのテキストを基盤に据え､ひき続き考えて行く

ことが必要であろう｡本稿でその一端を論じた､教師が学ぶための｢哲学と臨床の対話の場｣を､

教師教育を巡る様々な企てのなかに投じることを今後も目指して行きたい｡
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Reconstructing Teacher Education from the Viewpoint of

Cavell s Emersonian Perfectionism: Philosophical-Clinical

Study of Education

TAKAYANAGI Mitsutoshi

Manifested as an increasing lack of respect from citizens, teachers in Japan face a

severe identity crisis mainly because of the nation's structural shift from a

modernization-oriented period to a post-industrial capitalism era of capitalism. Their

status as intellectual frontrunners in communities needs to be redefined as forerunners

of learning, i.e., those who continue transfiguring themselves in ordinary work and

study. This article illustrates how Cavell's Emersonian Perfectionism contains

implications for rebuilding teacher education. Specifically, the notion of perpetual

transfiguration of self, which is rooted in Emerson's writings, is identified as a key

issue to elaborate an image of a teacher as learner.　Drawing on the works of

Emersonian philosophers, the author pursues the vision of alternative teacher education

primarily focused on the idea of creative reading. In contrast with instrumental

programs in today-s teacher training, securing opportunities for creative reading

encourages teachers to keep developing the sense of being and becoming professional

teachers.　Therefore this type of teacher education also requires an approach to

reciprocal interactions between educational philosophy and teaching as clinical practices.

Also, Perfectionist teacher education has a capacity to help teachers to rethink their

ordinary but intrinsic conduct, namely, reading and thinking.
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