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巻 頭 言

『教育理念「人間になろう」の展開の場として』

椙山人間学研究センター長

椙山　孝金

椙山人間学研究センターの年誌『椙山人間

学研究第5号』をお届けいたします。椙山女

学園創立100周年記念事業として平成17年度

に設立されました本センターの平成21年度1

年間の活動成果の集大成になります。

椙山人間学研究センターでは、設立以来、

「人間になろう」という本学園教育理念に基

づいて人間というものを「研究プロジェクト

活動」によって人文、自然、社会科学などの

各分野から多面的に見つめ、その研究成果を

本誌「年誌」をはじめ「人間講座」「シンポ

ジウム（フォーラム）」としてアウトプット

し、またこれらのセンター事業と並んで幼稚

園、小学校、中学校、高等学校、大学・大学

院の各校が枠を越えて一体とになり、それぞ

れに協力し合って教育成果の共有と還元、発

展を繰り返しながら、学園教育はもとより学

術振興や社会貢献に寄与する事に真摯に取り

組んで参りました。

今年度は設立5 年目にあたり、本誌『椙山

人間学研究』が年々ページ数を増していく様

を目の当たりにしますと感慨深いものがあり、

身の引き締まる想いを抱きます。昨年度に引

き続き「人間講座」と「シンポジウム（フォ

ーラム）」を開催するにあたり、多くの方々

のご支持を得ることができました。ご参加い

ただきました皆様にこの場を借りて心から感

謝申し上げます。

今年度第１回の人間講座では『旅から見え

るアジアのいえ・街・暮らし』と題し、本学

生活科学部教授戸部栄一先生は、生活環境の

デザインとは自然、社会、文化、歴史が背景

となり、安全性・快適性・利便性を含めた暮

らしやすさ、美しさといった生活要求が元と

なって成り立っていることをベースとして、

産業革命を境にしたバナキュラー（自然風土

の中で育つ暮らし）と近代の文明対比・様相

についてお話されました。その中でも、梅竿

忠夫氏の『文明の生態史観』に基づく砂漠と

森の文明において明解な相違があり、その相

違によって建築をはじめ、組織性、論理性、

そして宗教性に至るまで歴然と確立された特

色がある事に、参加者が深くうなづく光景が

印象的でした。後半には中国新彊ウイグル地

区・雲南省・スリランカ・ネパール・イン

ド・ウズベキスタン各国の世界遺産をはじめ

とする都市の写真をスライドを使って提示さ

れ、生活環境デザインへの理解をより深めら

れました。

また、第２回の人間講座『旅から見える地

中海地域のいえ・街・暮らし』では、前回講

座がご好評を博したことから、引き続いて本

学生活科学部教授戸部栄一先生にご登場いた

だき開催しました。戸部先生は、世界四大文

巻頭言『設立３周年に際して』 椙山人間学研究センター長　椙山　孝金
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明に共通した古代都市の防衛を中心とする都

市形成や、宗教や文明に密接した都市構造を

陣内秀信氏の『イスラム社会の都市空間』を

引用してご説明された後、参加者の方々が楽

しみにされていたイタリア・スペイン・モロ

ッコ・エジプト・スロヴェニア・クロアチ

ア・ボスニアヘルツェゴビナ・トルコ各国の

街の写真を実例としてスライドを使ってご紹

介されました。また、参加者の方々から反響

の大きかったイスラム教について、アラーと

ムハンマドをつなぐコーランの存在、六信五

行や政教一致からも垣間見られる民族主義な

ど前回よりも更に踏み込んで説明がなされ、

宗教と都市との関係性がより明確になりまし

た。

第３回の人間講座では、昨年度当センター

のシンポジウムにてパネルディスカッション

にご参加いただき、シンポジウム実施後のア

ンケートにおいて講演希望を多数承りました

名古屋市立大学大学院経済学研究科准教授の

香坂玲先生に『いのちのつながりからみた

生物多様性』をテーマにお話いただきまし

た。香坂先生は、生物多様性とは生き物の個

性とそのつながりを示し、エネルギーや新技

術よりも深いところで生活の根幹を支えてい

るインフラであり、生物多様性がもたらす恵

みで私たちの生活の質が決まっている事を事

例をいくつか挙げられながら、お話されまし

た。その中でも、途上国は生き物の種類や生

態系の観点から見れば先進国よりもずっと豊

かであり、それぞれの国の立場によって合意

が得られる制度を模索していくことはとても

困難である現状だが、生物多様性が途上国に

偏在している以上、枠組みを超えた運動が必

ず必要となってくる事を強調されていらっし

ゃいました。後半には人間講座初の試みにな

るグループに分かれての討論会が行われまし

た。とまどい気味だった参加者の方々も次第

に活発な意見交換が行なわれ、斬新なご意見

も出される場面もあり、生物多様性について

知識をより深められたように感じました。

本年度最後となる第４回の人間講座では

『グローバル化時代を生きる子どもたちと世

界の教育の動向～地球的視点をもった多文化

共生の教室づくりから～』として本学教育学

部教授の宇土泰寛先生にご講演いただきまし

た。宇土先生は、ニューヨーク日本人学校で

の体験をもとに日本の小学校教育や異文化間

教育を研究テーマにされ、また地域の国際教

育活動に従事されています。現在、経済・産

業においてグローバル化が推進されてきた余

波として、子ども教育の場にも徐々にグロー

バル化の波が押し寄せてきており、従来どお

りの画一的な学校教育では対応しきれない問

題が山積しております。その問題を解決する

べく世界的な教育動向として、市場原理に基

づく東アジア型と共生原理に基づく北欧型の

2型があり、その動向を踏まえた上での宇土

先生の多文化共生を目指した地球子供教室が

誕生した経緯などをお話されました。地球子

供博物館の設置などを通し、実践から創り出

される学びの構造の転換、子どもの公共性の

哲学などわたしたち大人が学ぶべき点はいく

つもあるように感じられました。また、最後

に宇土先生がおっしゃった「教育とは未来の

社会への挑戦である」という言葉は教育者と

して大変頼もしく、先生の長年の研究と豊富

な経験によって裏付けされた印象的な言葉と

なりました。
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今年度より「シンポジウム」は、「椙山フ

ォーラム」へと名称が変わり、「第18回椙山

フォーラム（第5回椙山人間学研究センター

主催シンポジウム）」として開催いたしまし

た。基調講演に関西大学文学部教授・放送大

学客員教授・京都大学名誉教授の竹内洋氏と

京都大学大学院教育学研究科教授・放送大学

客員教授の稲垣恭子氏をお迎えし、『歴史か

ら大学の現在を考える―日本の高等教育130

有余年―』を80名の参加者を得て開催しまし

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　第1部は二氏による基調講演を行い、第2部

では竹内氏、稲垣氏と共に本学教育学部教授

兼高等学校・中学校長の梶田正巳氏にもご参

加いただき、パネルディスカッション、全体

討論と続き、その後、フロアからのご質問を

含めての質疑応答という構成で行われました。

竹内氏は「高等教育と教養　教育の普及は浮

薄の普及なりや？」と題し、たしなみとして

の教養がいかに人生を豊かにするかを説き、

また教養を支える実用力、環境適応力、理想

力の3つが不可欠であり、教養が人間性に通

じ、それが人間の美しい佇まいになっていく

ことを先生のご経験を多用し、お話されまし

た。一方、稲垣氏は「女子学生論の系譜―亡

国論vs.興国論―」と題し、女学生を教養女

性としての4つのタイプに分類し、それぞれ

の特徴や代表人物などを例に挙げた上で、亡

国論と興国論を歴史的、文化的に分かりやす

く解き明かしていただきました。また、パネ

ルディスカッションでは、梶田氏の教授と高

等学校・中学校長を兼務してきた1年半の女

子教育への想いやアメリカ赴任を通じて培わ

れた教育観など、二氏とのエピソードを織り

交ぜながら未来の教育への提言などがなされ

ました。女子教育を一貫し、「人間になろ

う」という教育理念のもと人間教育に重点を

置き歩んできた本学園にとって、今回のフォ

ーラムは今後の学園の発展のためにも大変有

意義なものとなりました。　　　　　　　　

本年度は椙山人間学センター設立5年目に

あたると同時に、本学園創立者・椙山正弌の

生誕130周年、また大学開学60周年にあたる

記念すべき年にあたります。本センターは、

学園創設者・椙山正弌が目指し、以後100年

以上に亘り本学教職員が実直に受け継いでき

た「人間になろう」という教育理念の唯一の

展開の場であり、5年の歳月を経て前途に幾

許かの光明を見出せるようになってきたので

はないかと自負しております。明治の時代に

「女子により高い教育を」と掲げた創設者に

想いを馳せ、本学園教育理念の実現への更な

る深化、またより一層質の高い社会貢献にス

タッフ一同、勇往邁進していく所存でおりま

す。

今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう何

卒よろしくお願い申し上げます。

平成22年3月20日
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（第18回椙山フォーラム
（第5回椙山人間学研究センター主催シンポジウム）

（総合司会）

渡邉毅主任研究員：定刻が参りました。第18

回椙山フォーラム、第5回椙山人間学研究セ

ンター主催シンポジウムを開催いたします。

まずは、人間学研究センター長から開会の挨

拶をいただきます。

（開会挨拶）

椙山孝金センター長：みなさん、こんにちは。

理事長は所用がありまして、開会には残念な

がら間に合いませんので、代わりに人間学研

究センター長のわたくしよりご挨拶させてい

ただきます。

今日はここにありますように椙山フォーラ

ムとしましては、18回目になりますが、人間

学研究センター主催となりますと5回目にあ

たります。本日は「歴史から大学の現在を考

える」というテーマで、サブタイトルに「日

本の高等教育130有余年」と付けさせていた

だきました。これは本学園の創設者・椙山正

弌が、生誕して今年がちょうど130年という

事でこのようなサブタイトルを付けさせてい

ただきました。1879年、つまり明治12年6月

26日に椙山正弌は生誕いたしました。実際に

学園経営をはじめたのは明治38年でちょうど

日露戦争が終結した年になり、学園創立でい

えば本年は104年になります。生誕130周年を

記念して6月27日に「椙山歴史文化館」とい

う学園や創設者資料や遺品などを集結した資

料館をオープンいたしました。そういった事

も今回のこのフォーラムテーマの背景ともな

っております。本日は講師の先生おふたりを

テ ー マ :「歴史から大学の現在を考える…―日本の高等教育 130 有余年―」
日 　 時 : 平成 21 年 11 月 21 日（土）　13:00 ～ 17:00
基調講演 : 竹内…洋氏（関西大学文学部教授、放送大学客員教授、京都大学名誉教授）
　　　　　　「高等教育と教養　教育の普及は浮薄の普及なりや？」
　　　　　稲垣…恭子氏（京都大学大学院教育学研究科教授、放送大学客員教授）
　　　　　　「女子学生論の系譜―亡国論 vs. 興国論―」
パネルディスカッション：竹内…洋氏（関西大学文学部教授、放送大学客員教授、京都大学名誉教授）
　　　　　稲垣…恭子…氏（京都大学大学院教育学研究科教授、放送大学客員教授）
　　　　　梶田…正巳氏（椙山女学園大学教育学部教授、椙山女学園高等学校・中学校長）　　
場　 …所 : 椙山女学園大学　文化情報学部メディア棟 001 室
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お迎えしております。後程、渡邉主任研究員

より詳しいご紹介がありますが簡単にご紹介

いたしますと、おひとり目は京都大学名誉教

授、現在は関西大学教授である竹内洋先生、

非常に著名な歴史社会学の権威者であられま

す。もう一方は京都大学大学院教授の稲垣恭

子先生です。稲垣先生には女子学生論を展開

していただけるようで、女子大である本学と

しては大変関心のあるテーマになります。わ

たくしも皆様と一緒に勉強させていただきた

いと思っております。後半はパネルディスカ

ッションや質疑応答も用意しておりますので、

最後までご清聴いただき、椙山とのご縁を感

じていただければ大変嬉しく思います。本日

は何卒よろしくお願い申し上げます。

渡邉主任研究員：本日の司会進行役はわたく

し椙山人間学研究センターの主任研究員を務

めさせていただいております渡邉が担当いた

します。よろしくお願いたします。センター長

からもご紹介がありましたように、本日の基

調講演講師として竹内洋先生と稲垣恭子先生

をお招きしております。基調講演はまずは稲

垣先生、次に竹内先生という順番を予定して

おります。受付で既に質問用紙を配布してお

りますが、2 講演が終わった後で回収し、そ

の後の質疑応答での参考にさせていただきま

すので、ご質問のある方はお書き下さい。

　それでは稲垣先生のご紹介をいたしましょ

う。女子学生という存在についての様々な言

説がこれまで歴史的にも展開されてきており

ますが、本日、稲垣先生には「女学生亡国論」と

いう著名な論文を中心にしながら、話題提起

をしていただきたいと思っております。最初

に稲垣先生のプロフィールをご紹介いたしま

す。稲垣先生の専門は社会学、あるいは教育社

会学という分野であり、現在は京都大学大学

院教育学研究科の教授、ならびに放送大学客

員教授も務めていらっしゃいます。主な著書

といたしましては、『不良・ヒーロー ･ 左傾―

教育と逸脱の社会学―』『子ども・学校・社会

―教育と文化の社会学―』『女学校と女学生―

教養・たしなみ・モダン文化』など刊行され

ております。それでは、稲垣先生、よろしくお

願いいたします。

基調講演

稲垣 恭子 京都大学大学院教育学研究科教授、放送大

学客員教授　

「女子学生論の系譜−亡国論 vs. 興国論−」

ただいまご紹介いただきました稲垣でござ

います。本日はどうぞよろしくお願いいたし

ます。今ご紹介いただきましたように、私は

少し前に戦前の女学校を卒業された方々への

調査をまとめた事もあり、そのご縁で本日は

女子学生論をテーマにした話をという事でお

呼びいただきました。創立104年という女子



Journal of Sugiyama Human Research 2009 007

フォーラム報告

教育に伝統のあるこちらの椙山女学園でお話

させていただくという事は非常に光栄である

と同時に緊張もしております。私が先になり

ますが、後で話される竹内先生とは10年ほど

京都大学の同じ講座で仕事をさせていただい

ておりましたけれども、このようなシンポジ

ウムでご一緒させていただくのは初めてで、

それも緊張の一因となっているかもしれませ

ん。今日は女子学生についての言説といいま

すか、いろいろな議論が出てきた時期に焦点

をあててその状況や背景などについて紹介し

ながら、女子教育をめぐるいくつかの話題を

提供してみたいと思います。

戦前の女学生というのはそんなに人数は多

くなかったのですが、それでも戦前の女学生

から戦後の女子学生あるいは女子大生をめぐ

る議論というのはいつの時代にもとてもたく

さんあったようです。いわゆる「女子学生亡

国論」というのは戦後の1960年前後の議論が

有名ですが、少し遡って戦前の方からまず紹

介していきたいと思います。

■「教養エリート」としての女学生とは

まず女学生ですが、一般に女学生という言

葉を使う時には、高等女学校に在籍する生徒

とさらに高等女学校を卒業して女子専門学校

や女子高等師範学校などの高等教育機関に進

学した女子学生を指すのが一般的です。では、

女学校に進学した女子がどれくらいいたのか

ということを、高等女学校への進学率のグラ

フでみていただきましょう。（資料2参照）こ

れを見ると、進学率という点では現在の高等

教育の進学率と比べても遥かに低かったこと

がわかります。高等女学校は中等教育の機関

に入るわけですけれども、グラフ最初の1905

年というのは椙山女学園が創設された年に偶

然ですが当たるわけですけれども、この時

点ではまだ4.2％ほどです。椙山が椙山女学

校になったのは1925年あたりだと思いますが、

その時点まではぐっと上がっていきますけれ

ども、それでも15％を切るぐらいで14.1％で

した。男子の旧制中学への進学ももちろん高

くはありませんが、いずれにしましてもそれ

ほど多くの女子が女学生になったのではあり

ませんでした。さらに高等教育機関になって

きますと戦前期を通して1％を超えることは

ありませんでしたから、大変稀少な存在だっ

たわけです。そういう意味では、女学生とい

うのはいわば戦前の女性の教養エリートとい

うような位置にあったといえるでしょう。

では、教養エリートとしての女学生という

存在に対して一般にどのようなイメージが

もたれていたかというと、2つの相反するイ

メージがあったものと思われます。（資料3参

照）

ひとつはたしなみのある教養女性というイ

メージで、戦前の新しい女性のひとつの理想、

モデルでもありました。戦前生まれのある作

家の方が、「女学生という言葉を聞いたり、

元女学生や女学生を目の前にするとその神々

しさに自然と頭が垂れてきてしまう」という

資料2
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ような事をおっしゃっていた事がありますけ

れども、そういう毅然とした教養ある女性と

いうイメージがひとつにはあったと思います。

例えば産児調節運動に尽力された加藤シヅエ

さんは102歳ぐらいでお亡くなりになりまし

たが、大変お洒落な方であったようで、誰か

に「お洒落ですね」と言われると「明治生ま

れの女性はお洒落とは申しません。みだしな

みというのでございます」と毅然と答えてい

たということが自伝のあとがきに書かれてい

ます。外見を美しく見せる美容術としてのお

洒落ではなく、「慎み」や「心掛け」という

精神性を持ったたしなみだということにこだ

わるところが明治生まれの女性の矜持を感じ

させるエピソードです。学問的な教養も身に

ついているけれども、同時にたしなみも併せ

持っている自信に満ちた女性というのが女学

生の一方のイメージとして存在していたと思

います。

ところがそれとは逆に、たいした学問でも

ないのにそれを鼻にかけているとか、お転婆

という言葉は戦前では今よりもかなりマイナ

スの意味合いが強かったようですがそのよう

なイメージであったり、あるいは「女性の学

問とか学歴といったって、どうせ花嫁道具に

なるだけで実際には必要ない、無駄である」

という批判や揶揄という眼差しが一方ではあ

りました。いわば、浅くて広くて軽薄な学問、

あるいは結婚のための教養といった見方があ

ったという事ですね。

先程、高等女学校の進学率のグラフを見て

いただきましたように、女学生の人数自体は

決して多くはなかったのですが、その割には

雑誌や新聞の表紙や記事にはかなり頻繁に女

学生が登場しまして、しかもそれが卒業証書

を鼻高々と持ってるだとか、鼻天狗になっ

ているといった揶揄記事がたくさんありま

す。その中には後で内容もお話しますけれど

も、戦後の「女子学生亡国論」に近いような

論調のものも結構ありました。それがどうい

う論調のものであったかというのをひとつ紹

介したいと思います。（資料4参照）これは

1905年の『中央公論』に掲載された「女子大

学」という記事です。もっと長い記事ですけ

れども一番わかりやすい部分を少し抜書きし

てきました。ちょっと読んでみます。「女子

大学なるものを見やうならば、成程前にも云

った如く校舎も立派なり、設備も完全して居

るし、大学と云って余り恥かしくもない（是

も成瀬校長の力也）。けれども何故に大学な

んどゝ云える厚かましい名を附けたか、それ

が第一合点がし得られぬ。或は帝国大学の向

うを張って命名したのか知らぬが、某教授す

資料3

資料4
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るところは決して大学と呼ぶ程仰山らしいも

のでない、（中略）専門は深きを貴ぶ、浅く

て博いのを可しとすれば、大学はここに一変

化を来さねばならぬ、（中略）従って其学問

は悉く浅い、卒業した暁に、さて何が出来る

と専門的に聞かれたら、依然として何も解ら

ぬ」と、こういう内容です。威張っているけ

れども実際には花嫁道具にしか過ぎず、しか

しそれが花嫁道具になるかといえば、「あん

なご面相でなりふり構わないのであればそれ

もままならない」といったようにどんどん揶

揄が膨らんでいっています。ここで批判の槍

玉にあがっている女子大学といいますのは、

明治34年に設立された日本女子大学の事です。

女子大学といっても当時ですから大学令によ

る大学ではないのですが、教授陣に坪内逍遥

や中島歌子など錚々たる人材を揃え、学生数

も最初から500名を越えるような人気ぶりで

した。しかし、ここではその教育たるや「大

学」と名乗るほど専門を深く掘り下げたよう

なものではなくて、広くて浅い教養が中心に

なっていて卒業しても大した学問が身に付く

わけではないと批判されています。だから、

何のために学問をするのかというとそれはヴ

ァニチーつまり虚栄心のためであって、学問

の目的はその虚栄心によって結婚相手を探す

ためなのだと続いていきます。この論調とい

うのは実は戦後の「女子大学無用論」の趣旨

とかなり近い部分が多いのですが、その60年

も前、まだ女学生がほとんどいない時期から

現れていたわけです。

■教養女性の4つの分類

それでは、女学生に対する相反するイメー

ジとか態度というのがどうして生まれてくる

のかという事についてちょっと説明したい

と思います。実は、どちらの立場に立った

見方も女学生の学問あるいは教養の特徴に

ついては同じようにみていて、ただその評

価が違っていたのです。そのように評価の

分かれる女学生の文化、あるいは女学生の

教養というものがどういう特徴だったのか

というのを簡単に図式化したのがこちらで

す。（資料5参照）この図は、女学生が接触

し影響を受けた3つの世界と女学生文化の関

係を示したものです。まず女学生が影響を

受ける世界のひとつに、この右上の「モダ

ンな教養文化」の世界があります。近代的

な学問や教養、西洋音楽や芸術などに象徴

される教養で、旧制高校的な教養主義文化

もここに含まれます。女学生は戦前の女性

の読者層を代表する存在ですから、西洋的

な文化や学問に一番近い教養女性の象徴で

もありました。また高等女学校では、情操

教育として西洋音楽を重視していた事もあ

って、それから特に都市部では、お稽古事

としてピアノを習う人たちもかなり多かっ

たという事もあり、西洋音楽に親しむ傾向

も強かった。女学生の文化にはこのような

人文的な教養とか西洋音楽への嗜好とかが

重要な要素として含まれていました。次に、

資料5
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これとは別に伝統的な和漢の教養とか長刀な

どの武芸、茶道、華道、古道といった遊芸に

入るもの、さらに女子のたしなみとしての裁

縫や料理など家庭生活に必要な作法や心得と

いったものを含めて、身体と精神と両方に

関わるような素養を含む世界、それが左上の

「たしなみ」文化の世界になります。この琴

とか茶道とか華道などの遊芸というのは、伝

統的に結婚前の女子が行儀作法の習得を兼ね

て習うことが多かったものですけれども、女

学校においても随意科目とか課外科目といっ

た形で教えられていたり、あるいはお稽古事

として習ったりしていました。さらにもう一

つ大衆モダン文化と書いてある円があります。

これは特に1910年代以降、大正から昭和にか

けて女学生の間に大きな影響力を持った世界

です。ちょうどこの時期は雑誌や映画、ラジ

オといったメディアを媒体とする大衆モダン

文化というのが広く浸透していきますが、そ

れは女学生の文化にも大いに影響力を与える

ものでした。さらにもうひとつは、1910年代

以降、とくに1920～1930年代にかけて女学生

の間に大きな影響力をもった「大衆モダン文

化」の世界です。この時期には、雑誌や映

画、ラジオなどのメディアを媒介とする「大

衆モダン文化」が広く浸透していきましたが、

それは女学生の文化にも影響を与えました。

1900～1920年代にかけて、『少女倶楽部』や

『少女の友』などを中心とする少女雑誌が

次々と創刊され、女学生に愛読されるように

なりましたが、それらの中で紹介される記事

や小説などを通して、大都市だけでなく地方

の都市に住む女学生にも共通の文化が広がっ

ていき、「女学生文化」の一部を支えるよう

になっていったのです。女学生のファッショ

ンや髪型、持ち物などの流行や「女学生こと

ば」、エスといわれる女学生同士の親密な関

係などが女学生のサブカルチャーとして創出

され、メディアを通して広がっていったわけ

です。

このような女学生文化の特徴というのは、

従って接触している3つの世界のどれかだけ

と排他的に結びついているのではなくて、そ

の一部を取り込んで織り交ぜることで独特の

文化を醸成していった所に面白さや特徴があ

ったと思います。ですので、学問や読書に

基づいた教養だけではなくて和洋の音楽趣

味、それから稽古事や作法を通した美的感覚

や立ち居振る舞いや社交術といった、生活全

体にわたるさまざまな枠を取り払った境界融

合的な文化でした。このように3つの世界を

融合させた文化ですが、この図のように女学

生文化がいつも真中にきているわけではなく

て、時代によってもあるいは地域によっても

それから女学校のタイプによっても円の重な

り具合がそれによって変わってくる事もあり、

それぞれタイプが分かれていく事になります。

そのような女学生文化の特徴が、場合によっ

ては憧れとか神々しさというものを感じさ

せ、一方では批判の対象にもなりました。モ

ダンな教養文化というのは、読書を通じた教

養や思想の獲得によって人格形成を核とする

いわば日本型の教養主義と親和的な世界です

けれども、その主な担い手は男子の旧制高校

生、帝大を中心とした高学歴男子でした。特

にその中心であった文学部は、学生の出身地

や出身階層から見ても「農村的」学部であっ

て、努力とか習得を重視する「刻苦勉励的農

民的エートス」に支えられていたことは、竹

内先生が指摘されているとおりです。ですの
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下敷きにしまして教養女性を4つのタイプに

類型化してみました。（資料6参照）これは

戦前の教養女性のタイプを、「伝統」と「近

代」を横軸に、「精神性」あるいは「内面」

と「遊戯性」あるいは「外面」を縦軸にとっ

て類型化したものです。「エンゲルスガー

ル」というのは「近代性」と「内面性」によ

ってつくられる枠で、近代的、西洋的な知を

ベースに社会的な意識や行動を志向するタイ

プで、近代的・知的女性の代表として位置づ

けられます。1920～1930年代に登場したマボ

とエガ、マルクスボーイとエンゲルスガール

というのが時代のイメージとして出てきた時

期がありますが、それにちなんでエンゲルス

ガールとネーミングしてみました。3つの世

界との関係でいうと「モダンな教養文化」に

一番重なっているタイプといえると思います。

次のⅡは、和漢の教養や弓矢、長刀といっ

た武芸、また茶道や華道といった伝統的なた

しなみ型の教養を土台として、修練や自己抑

制によってつくられる高潔さといった精神性

を志向するタイプです。明治の女学生にはこ

のような士族的なエトスを持った女性が結構

多かったので、「武家娘」タイプとネーミン

グしてみました。武家娘的な女学生気質を持

った明治の女性というとたくさん思い浮かび

で、教養人のイメージとしては振る舞いとか

物腰とか社交術よりも、日本型の教養主義で

は内面や人格形成が重視される傾向が強かっ

たわけです。それに対して「たしなみ」の世

界においては、「稽古」とか「心掛け」によ

って知識だけではなくて身体を通してそれら

が身につけられていくプロセスが重視されま

す。日常の立ち居振る舞いには、所作の美し

さと同時にその習得過程で培われる忍耐力や

胆力などが表われます。内面を重視する教養

観とはちがって、内面と外面が一体となった

ような審美的、倫理的な側面も含んだ世界で

す。女学生の文化は、内面や人格形成といっ

た側面だけではなくて、この社交や立ち振る

舞いの洗練といった側面の両方を含んでいま

す。文学部男子を中心とした田舎風教養主義

とは違う優美さや精神性というものを感じさ

せます。それが、何か頭が自然に下がってく

るという感じを与えるゆえんでしょうか。

ところが一方で、このようないくつかの領

域にまたがる境界融合的な文化は、どれかを

深く探求するという「専門性」という点から

見ると、思想性や深みに欠ける表層的で薄っ

ぺらなものに映る場合もあります。また身に

付けた学問や教養を職業に生かしていくので

はなくて、せいぜい結婚のための道具になっ

ているという批判も生み出すことになります。

それが先程の女子大学批判というものに代表

されるような見方に繋がっているわけです。

憧れや神々しさのイメージの方が強いのか、

軽薄なお転婆女学生というイメージの方が強

いかは、時代や論者によっても違ってきます

が、円の重なり具合によって異なる女学生の

タイプによってもいくつかに分かれてきます。

ここで3つの世界の重なり具合というものを

資料6
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ますけれども、例えば、明治女学校でキリス

ト教主義に基づく女学を学んで小公子の翻訳

をされた若松賎子（わかまつしづこ）さんと

いう方がいらっしゃいますけれども、彼女も

西洋風の学問にも親しみ英語も堪能な方です

が、一生着物を着て過ごしたという武家娘タ

イプでもありました。そのほかにも、厳格な

家庭教育と結婚前のミッション女学校の教育

を経てアメリカ生活を送った杉本鉞子（すぎ

もとえつこ）、仙台のミッション女学校に在

籍中、直輸入的な教育に反対して女学生初の

ストライキに参加した相馬黒光（そうまこっ

こう）などがすぐに思い浮かびます。いずれ

も家庭においても武家的なエートスを土台に

した厳しい教育を受けて育った「武家娘」型

の女性です。生涯、洋服を着なかったという

若松賎子は会津藩士の長女、『武士の娘』を

出版した杉本鉞子は長岡藩の家老の六女、相

馬黒光は仙台藩士の三女と、いずれも士族の

家庭に生まれ育っています。また当時、最も

西洋的な教育を行なっていた東京高等女学校

（東京女子高等師範学校附属高等女学校）に

学びながら、その鹿鳴館的な教育に厳しい批

判をした作家の三宅花圃（みやけかほ）や東

京女子大学創設者の安井てつも、もと幕臣の

父をもつ「武家娘」でした。

3つ目の「古風しとやか」というのは、伝

統的なたしなみの教養を中心にしつつも精神

性の追究よりも審美的な洗練や遊びの精神を

志向するタイプです。優しくて慎ましい理想

的な女性としてイメージされる一方で、明治

以降には少し古いひ弱なお姫様風という事で

批判される事もありました。当時は多くいた

タイプだと思います。授業でこれを紹介した

とき、あとで男子学生が「「古風しとやか」

ってどんな人ですか、想像つかないんですけ

ど」といってきたので、もういないんだなあ

と感慨深かったです。そのときは谷崎潤一郎

の『細雪』にでてくる雪子さんといっておき

ました。この雪子さんのようなタイプが古風

しとやかタイプで、「たしなみ」文化をベー

スに「大衆モダン文化」にも親しむタイプと

もいえます。

最後に、近代的西洋的知識や教養を志向し

つつ、ファッションや社交といったレベルで

表現するのが「モダンガール」です。これは

職業婦人を含むモダンな生活スタイルやその

イメージとほぼ重なり、3つの世界でいうと

「大衆モダン文化」にかなり親和性が高いタ

イプになるかと思います。こうすると自然と

頭が下がってくるというタイプというと硬派

な「武家娘」、憧れの女学生というと「古風

しとやか」、「エンゲルスガール」というの

は格好よさの一方で生意気という批判もあり、

軽薄女学生を一番体現していたのが「モダン

ガール」だったといえるかもしれません。

このような批判の眼差しと憧れの眼差しと

いうのが戦前の女学生にはありましたが、そ

れは戦後になって特に1960年代前半には「女

子学生亡国論」として議論が沸騰することに

なります。もちろんそれまでにもその後も同

じような批判や揶揄はありますが、このいわ

ゆる「女子学生亡国論」が出現した時期は大

学等の高等教育の進学率が大きく増大してい

く時期で、女子の進学もかなり増えていきま

した。そういう中で「女子学生亡国論」とそ

れへのリアクションとしての「興国論」がメ

ディアをにぎわせたのです。その意味では、

この「亡国論vs興国論」は、女子大学や女

子学生の問題としてと同時に、日本の高等教
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育全体の変容とその後の現在を考える上でも

象徴的な現象でした。そこで、この女子学生

「亡国論」と「興国論」をめぐる議論を、さ

きほど紹介しました戦前の女学生へのふたつ

の見方と比べながら考えてみたいと思います。

■「女子学生亡国論」の3タイプ

まず、ここで進学率を確認していきたいと

思います。（資料7参照）これは戦後の1955

年から最近になるまでの進学率の変化をグラ

フ化したものです。これを見ますと、男子・

女子とも1960年代くらいから進学率が大きく

上昇しはじめるのがお分かりになると思い

ます。1995年くらいまでは女子においては大

学よりも短大の方が上回っていますけれど

も、その後は4年制大学の方がぐっと伸びて

きています。女子の進学率というのはちょう

ど1960年くらいから上昇しはじめると同時に

高等教育全体でも1960年代には大衆化する初

期の段階に当たります。ちょうどその時期に

「女子学生亡国論」が出現したわけです。こ

のような状況の中で出てきた「女子学生亡国

論」は、女子が大学とか高等教育にどんどん

進学するようになったことをめぐって雑誌や

新聞にいろいろな形でそれに対する批判や議

論として出現したもので、それらがひとつの

言説空間になったのです。

かなりたくさんの記事や論説がありました

が、大きく分けると3つくらいに分けられま

す。（資料8参照）「女子学生亡国論」のな

かで議論された亡国女学生というのはどうい

うものであったかというと、ひとつは女子大

学の学生、それから文学部の女子学生、3つ

目は理系の女子学生でした。この3つにそれ

ぞれ批判が起こったわけです。それぞれにつ

いて、その内容を紹介していきます。まず女

子大学についてですが、「女子学生亡国論」

の一番早い時期である1950年代後半あたりに、

共学大学に進学する女子学生に対する批判と

は別に、女子大学の存在についての批判や議

論が出てきました。最初、中屋健一さんとい

う当時の東京大学の教授が、「女子学生無用

論」というのを『新潮』に載せています。そ

の後、『婦人公論』で1959年に「女子大学は

花嫁学校か」というタイトルの特集が組まれ、

数人の方々がそれについて意見を述べていま

す。その後、1960年に入ってからもいくつか

そのような記事が出ましたが、その中では女

子大学というのはキャンパスはきれいだけれ

どもその中で学生を甘やかしていて婦人専用

車のような教育になってしまっている、素質

は結構高くて全体的な能力は高いのに甘やか

資料7

資料8
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しているから優秀な素質を持った学生もだん

だん駄目になってきてしまう、優秀な素質を

持っている学生を女子大学の中に閉じ込めて

おかないで共学大学に行かせて切磋琢磨した

方がいい、というような内容でした。

しかし一方では、共学大学に進学する女子

学生に対しては、共学大学の先生側からもっ

と辛辣な女子学生批判も出てきました。それ

がいわゆる「女子学生亡国論」と呼ばれるも

のです。当時、4年制大学に進学した女子学

生が一番集中した学部は文学部でした。（資

料9参照）これは、文学部に進んだ学生の男

女比がどのように変化してきたのかを示した

グラフです。これを見ていただきますと、非

常に早い段階で男女比が逆転していくのが分

かります。1960年には男子学生が65％ぐらい

で女子学生が35％ぐらいですね。これが65年

ぐらいにはほぼ重なってきて、その後は女子

学生の方が上回っていきます。現在では男子

の2倍以上で、文学部のほぼ70％を女子が占

めるようになってきています。「女子学生亡

国論」が起こった1960年から65年の間という

のはちょうどこの文学部女子が増加して、文

学部から男子がどんどん減って逆転していく

時期に当たっています。「女子学生亡国論」

の中心というのはこういう状況の中で、いわ

ば文学部問題として現れてきたわけです。こ

の一大議論のきっかけになったのは、早稲田

大学の文学部で国文の教授をしておられた

暉峻康隆（てるおかやすたか）氏が1962年の

『婦人公論』に「女子学生世に憚る」という

タイトルの記事を載せたことからはじまりま

した。それを基にして、TBSのラジオ「た

だいま放談中」という番組でこの暉峻氏と慶

応大学文学部の奥野信太郎氏、それから東京

大学教養学部の田辺貞之助氏の3人が「女子

大学は花嫁学校か‐女子学生亡国論‐」とい

うタイトルで対談をしました。それがさらに

『早稲田公論』の創刊号に「曲がり角にきた

新制大学」というタイトルでそのまま掲載さ

れました。これが大変大きな反響を呼んで、

読者の間でも「亡国派」と「興国派」に分か

れての一大議論に発展していきました。そこ

で実際にどのような議論が展開されていたの

かといいますと、文学部というのがだんだん

男子一生の仕事にするようなものではないと

いう風潮になってきており、その代わりに嫁

入りのための教養には文学部ぐらいが適当だ

というような女子学生が、成績はいいのでど

んどん文学部に入ってくる。ところが女子学

生の方はまともに文学をやる気があるわけで

はなくて、趣味教養に過ぎない「ハンドバッ

ク女子学生」に占拠されているといったこと

です。真面目だけれど独創性に欠けるとも言

っています。一生懸命教えても、それを生か

して職業にするわけでもなくて、結局は結婚

していくだけだから意味がない。そうすると

そのような女子学生に占拠されて男子学生が

減っていくと、大学の学問を継承していく人

がいなくなってしまうというわけです。いわ

ば、文学部に女子学生が入ってくるようにな

資料9
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る事で文学部が花嫁学校化してしまって、文

学部の将来やひいては大学や高等教育の未来

が危ぶまれるというわけで、それが「女子学

生亡国論」と呼ばれることになりました。そ

ういう論調のものには、他にも慶応大学の池

田彌三郎氏「女子大化する文学部」、三浦朱

門氏「また増える文学部の女子学生」、丸山

邦男氏「女子学生に占拠された共学大学の悩

み―最高“女43対男1”文学部学生の女性ノ

イローゼ」など、似たようなタイトルの記事

がたくさん書かれています。一方では女子大

学は無用だという議論があり、その一方では

共学大学で女子学生が増えると困るという議

論が両方あるわけですが、いずれも女子の学

問レベルというのはあまり高くないという見

方が共有されていたと思います。

ところでこの亡国論を積極的に論じた人た

ちというのは、先程3名の人たちが早稲田と

慶応と東大の教師だったように、文学部の中

でも女子学生の割合が相対的に高くない文学

部の先生たちだったんですね。ちなみに文学

部の中で女子学生が占めている割合を、主な

大学の文学部の1961年の段階で比べてみると、

一番多いのが学習院大で89％が女子学生、つ

いで青山大が87％、成城大で79％と非常に女

子学生が多いんですね。逆に東大は11％、明

大は27％、早稲田大が33％、慶応大が44％と

若干高いものの50％には達していないという

ようになっていまして、学習院大や青山大と

いった女子学生が圧倒的に多い大学の教師が

論じているのではなくて、むしろそれほど多

くない、相対的には少ないが徐々に女子学生

が増えてきているところでこういう議論がで

ていました。つまり、「女子学生亡国論」を

生み出した背景には、文学部に象徴される旧

制大学や学問を前提として、そこに軽薄な女

子学生が入ってくる事によって学問が変質し

てしまうのではないかという不安や危惧があ

ったと想像されます。たしかに大学の大衆化

と学生文化がこのあたりから変わっていくの

は事実ですが、それは女子学生の増加によっ

て起こっただけではなくて、この時期、男子

を含む高等教育全体が大衆化していくことに

よって変化していったわけです。そういう意

味では、「女子学生亡国論」は女子学生の実

態への批判というよりも、むしろそれ以上に

大学の大衆化の中で旧制の大学をモデルにし

た学問や教養が衰退してしまうのではないか

という危機感から現れてきたものではないか

と思います。

その後、平成元年の1989年になると女子の

進学率の方が男子の進学率を上回ることにな

りますが、それはちょうど学生文化が消費文

化とともに「虚栄的な知」の消費へと変質し

ていく時期でもありました。当時の雑誌や週

刊誌には、女子大生の流行のファッションや

ライフスタイルが「軽薄」「消費」の象徴と

して繰り返しメディアで取り上げられ、「女

子大生」＝「軽薄な知」というイメージがつ

くりあげられていくわけです。女学生からは

じまって女子学生、女子大生と彼女たちをめ

ぐる批判は常に学生文化や教養の意味が変わ

っていく時期に集中して現れていますが、そ

れらは女子学生の現実をとらえているという

よりも、むしろ語る側である男性知識人の不

安がそこに表出された側面が強かったのです。

このような危機意識を高めた背景には、さ

らに理工系の拡大と産学共同の推進もあった

と思います。だんだん学問と職業の連結とか

実用知を重視する傾向が強まっていくと、文
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学部を中心とする教養主義的な学問が役に立

たないという形で位置づけられていくという

逆風になってきた面もあるということです。

そのあたりもグラフで確認してみます。（資

料11参照）これは人文科学系と工学系の学生

数の推移を表したものですが、これを見ま

しても1960年から75年の間にかけて工学系の

学生数が大幅に増大しているのがわかります。

この時期、理系には女子学生はごくわずかし

かいませんでしたが、それでも女子学生が増

加することを敬遠する議論がありました。こ

れが3つ目の理系女子学生をめぐる「女子学

生亡国論」です。1966年に熊本大学の学長が

薬学部への女子の入学を制限したいと発言を

し、実際、67年度の入試要綱には女子が製薬

学科を第一志望とするのは好ましくないとい

う但し書きが付けられています。その理由は、

現代の日本の社会の実情では女子の薬剤師を

受け入れる所がないので、学問を一生懸命や

る女性でもそれを捨てなければならない事態

が起こっている、ひいては卒業だけが目当て

の花嫁学園に薬学部がなってしまうと大変な

ことになる、国費の無駄遣い、学問の先細り

が懸念される、そのような時期がやがてやっ

てくる事を想定するとこのあたりで女子学生

を制限しておきたい、とそのような趣旨の発

言で、これが話題になりました。文学部の女

子学生が教養の衰退の象徴として批判された

のに対して、理系女子学生は職業との連結を

前提とした大学教育にとってマイナスになる

という、逆の立場からの批判がなされたので

す。どちらも「花嫁学校化」を問題にしてい

ることは共通していますが、大学教育に対す

る前提はかなり違っていました。このことが、

この後の「女子学生興国論」にも影響してい

くことになります。

■「女子学生興国論」と女学生文化の系譜

「女子学生興国論」は「女子学生亡国論」

ほど数は多くありませんでしたがいくつか出

現していますので、次にこれについて紹介し

てみたいと思います。「興国論」も1960年代

からいくつかはありましたが、話題になった

のはむしろ「亡国論」が出てからかなり経っ

てからでした。「亡国論」から20年近く経っ

た1981年の時点で「女子学生亡国論‐20年目

の解答」というシンポジウムが行われました

が、そこでは「亡国論」への解答として大卒

女子の就職問題がどうなっているかについて

議論されています。そのシンポジウムを立ち

上げた実行委員は、主に「亡国論」の時期に

大学を卒業して社会の第一線で活躍されてい

資料11
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た女性たちで、その何人かが集まってシンポ

ジウムを開催して500名近い参加者が集まっ

たのですが、その中の300名ほどが現役女子

学生だったそうです。彼女たちはむしろ「亡

国論」を女子もちゃんと職業について学問を

生かしていくべきだというエールとして受け

止め、このシンポジウムをその実績の確認の

場と考えていたようです。しかし最も反響が

あったのは、それからさらに10年ほど経った

1990年に池井望氏が「女子学生興国論」とい

うタイトルで『文芸春秋』に書いた論説でし

た。これがたいへん話題になって翌年には著

書として出版されました。（資料12参照）こ

の著書では、慶應大学法学部で日本外交史を

専門にする池井氏のゼミに参加している女子

学生がすごくユニークで積極性もあって元気

がいいという「いまどきの女子学生気質」か

らはじまり、「亡国論」以後の女子学生につ

いて「均等法は女性の味方か」「総合職と一

般職」「女子学生の意識変化」「悩めるワー

キングウーマン」「高学歴時代の結婚」「ワ

ーキングマザーの憂鬱」と、大学卒業後の職

業生活に主な焦点があてられた構成になって

います。亡国論が女子の進学目的が職業と結

びつかない結婚のための教養になっている事

への批判であったのに対して、30年を経過し

たこの時点では女子学生も職業に就く意欲が

高まっていて、実際にその行き先も広がりつ

つあるという事が強調されています。学部選

択も、文学部だけではなく社会科学系や理系

にも広がっている事が取り上げられていて、

職業と教育のつながりが強くなっている事が

論じられています。実際にどれくらいの職業

機会が開かれたかは別として、女子学生の学

問が男子に劣らず社会的な有用性を持つよう

になったことが強調されているのです。結婚

のための教養から就職につながる教育へとい

うように、女子学生の意識も実態も変化して

きた、これが「興国論」の根拠として挙げら

れています。確かに「女子学生興国論」とい

うのは女子の大学教育と職業との連結を強調

する事によって花嫁学校だという視線や態度

を変化させる社会的影響力というのは持った

と思います。しかし一方で、大学教育の意味

を職業とか就業との距離で計ろうとする前提

を強めることにもなります。その意味では、

「女子学生亡国論」へのリアクションとし

ての「興国論」の広がりが、「亡国論」の核

であった文学部的教養の終焉を加速させる方

向になったことは皮肉なことかもしれません。

近年の大学教育において、男子、女子を問わ

ず教育をアウトプットで測ろうとする見方が

全面化しつつあることは、効率と計測可能な

わかりやすい成果を求めるビジネスモデルを

導入した教育改革にも表われているとおりで

す。女子学生の参入がその傾向を加速するだ

けになることは、ある意味で残念なところも

あると思います。

そのような事を考えますと、職業との連結

とか経済効果で計るモデルに沿った「女子学

生興国論」とは別のもうひとつの「女子学生

興国論」が必要なのではないかと思います。

資料12
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高学歴男子をモデルとした「日本型」教養主

義は衰退して、大学教育のプロセスよりも効

率と成果を重視する傾向が強まっているなか

では、学問好きは単なる「勉強おたく」にな

り、成果主義についていけない男子は「草食

系男子」になっているようです。その代わり

に、女子学生が成果主義の競争のなかに参入

しつつあるのかもしれません。しかし一方で

新しい時代の教養が議論されていることから

考えても、女子学生が大学のビジネスモデル

化をさらに促進していく方向だけではなく、

女子学生文化を人間形成の新しいモデルの形

成へとつなげていく方向も重要なのではない

かと思います。ベイトソンは、流動化する現

代社会においては、特定の価値や規範を前提

とした学習ではなく、むしろ規則性から自由

になって経験を新しいパターンへと再編成し

ていくような学習―これを「第三次学習」と

いっていますが―が重視されるようになると

いっています。その意味では、正統と非正統

といった枠を超えて、精神性と身体性、成熟

と未熟、軽薄とたしなみを融合させた女学生

から女子学生へとつながる文化の系譜は、伝

統的な文化を現代的に読み替えていく上での

土壌になるかもしれないと思います。かつて

の女学校のように現在の女子大学が新しい時

代の魅力的なモデルを提示することが重要で

はないかと思います。

あまりまとまりのない話になりましたが、

この辺で一応、私の話は終わらせていただき

ます。ありがとうございました。

渡邉主任研究員：非常に興味深い問題提起を

していただいたと思っております。稲垣先生、

ありがとうございました。質問等につきまし

ては後ほどの時間とさせていただきますので、

引き続いて竹内先生にお話をいただこうと思

います。

簡単に竹内洋先生のプロフィールをご紹介

いたします。社会学者として現在、関西大学

教授、ならびに放送大学客員教授されており

ます。また京都大学においては教育学部長等

を歴任され、現在は名誉教授でいらっしゃい

ます。専攻は教育社会学・歴史社会学という

ジャンルでございます。また大変多くの著書

をお持ちでいらっしゃいまして、その一部を

持参いたしておりますがどれもワクワクする

ような内容のもので、最近でもいろいろなト

ピックス的な問題に対してもきちんとしたコ

メントを述べられており、本日は教養という

キーワードの下で130年に亘る日本の大学教

育についてお話いただきます。

「高等教育と教養　教育の普及は浮薄の普

及なりや？」というタイトルになっています。

では、竹内先生、よろしくお願いいたします。

基調講演

竹内　洋　関西大学文学部教授、放送大学客員教授、

京都大学名誉教授　

「高等教育と教養　教育の普及は浮薄の普及なりや？
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（当日レジュメ）

０　自己紹介

１　大学の誕生

◎　東京大学　明治10年　　

　　夏目漱石、正岡子規　明治17年

　　東京大学予備門→東京大学

◎　高等教育1000人未満

◎　昭和初期に高等教育の初期的マ

　　ス化→高等教育　男子 4.3％　女

　　子 0.3％

◎　「教育ある人士」（夏目漱石）

◎　教育の普及は浮薄の普及なり‐

　　斉藤緑雨（1867～1904）

2　教養とは

◎　ジョン・スチュアート・ミルの

　　定義　

3　教養の装置Ⅰ　

　　公式カリキュラムとしての教養教育

◎　大学予備門→旧制高等学校、大

　　学予科→教養部

4　教養の装置Ⅱ　課外カリキュラム

　  としての教養教育

大隈（秀夫）…ぼくは陸上競技部で

しょう。陸上やっていて、最後に日

が暮れてフィルドにひっくり返って

夜空の星を見ながらダベるんですよ

ね。草の上に寝ていると、理科の連

中がいるわけですよ。『おまえ三木

清読んだか』『読んでいません』

『読め、高等学校の生徒だろう』と

いわれてね、そういう連中があわて

て読むんですよ。

三国(一郎)…たしかに旧制高校ベスト

セラーというのがありましたよ。ぼ  

くらのころは和辻哲郎の『古寺巡

礼』、出隆の『哲学以前』、倉田

百三の『愛と認識の出発』、西田幾

多郎の『善の研究』や『思索と体

験』。こんなものはね、読んでも読

まなくてもみんな本箱に揃ってまし

たよ。

◎ 「学」と「教」自身自力の研究

　　（福沢諭吉）

5　教養主義という教養→「ひけら

　  かす」教養

◎　ためこみ系　強要！主義

6　「感じる」教養

◎　庶民の教養　俳句、絵画

　　女性の教養「立身出世亭主と教

　　養女房」

7　教養としてのユーモア

　　昔は落語　国民的教養

8　教養はなぜ大事か

◎　個人と社会に必要な三つの力：

　　「実用力」「理想力」「懐疑　

　　力」（リフレクション）

◎　教養の三態：「役に立つ」教養、

　　「社会をよくする」教養、「邪魔

　　をする」教養　「モテル」教養

9　教養教育への提案

10 ジョージ・オーウェル　　

　  可能性の中心としての教養

参考文献

加藤秀俊『独学のすすめ』

ちくま文庫（解説　竹内洋）2009
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竹内洋『教養主義の没落』

中公新書　2003

　

竹内洋氏：みなさん、こんにちは。今、ご紹介

いただきましたが簡単に自己紹介してから話

に移りたいと思います。現在、私は関西大学に

おります。関西大学というのは近畿地方では

「カンダイ」といいますが、ご存知ですか。通称

はカンダイといいますが、これは覚えておい

ていただくときっと近いうちに良い事がある

と思いますが、私は 2005 年までご紹介にあり

ましたように京都大学におりまして、稲垣先

生とご一緒でしたが、退職が 63 歳でして、名

古屋大学も 63 歳のようですが、私は健康です

しまだ働けるからと思いましたが、63 歳に

なってからどこかに就職応募するというのは

ほとんどないわけです。例えば、大学の教授

で 63 歳以上の人募集、というものがあればい

いのですが、自分からは申し込めないのが実

情です。先程、草食系男子というのがありまし

たが、ひたすらプロポーズを待っている以外

ないわけです。申し込んでくれる大学があれ

ば嬉しいわけですが、それがどんな大学かと

いうのは分かりません。絶対申し込んでこな

い大学というのは何となく分かりまして、絶

対いってこないのは関西大学であろうと思っ

ていました。なぜかというと、私は若い頃、12

年間在籍しておりそこから京都大学へ移った

ので、悪い言葉で言えば関西大学を捨ててど

こかへ走った男という形ですよね。捨ててい

った者を拾うというのはありえませんよね。

なので、絶対にないと思いました。そうしたら、

ある時、関西大学の学長が私の自宅にわざわ

ざいらしてくれて「先生はじきに京都大学が

定年なのだから、是非関西大学へ来てほしい」

と言われて、非常に驚きました。その時つくづ

く「やっぱり寛
・

大
・

やな」と思いました。（笑）や

っぱり、良い事あったでしょ。そういうわけで

現在は関西大学にいるわけです。

■「教養のある人」とは…

私の話はレジュメに沿って進めたいと思い

ます。大学の130年というのは、椙山正弌先

生、こちらの学園の創設者の先生がお生まれ

になった年というのは明治12年で、ちょうど

お生まれになった2年前の明治10年に東京大

学ができました。初期の東京大学に入ってい

くわけですが、大河ドラマ「坂の上の雲」に

正岡子規が出てきますが、それから夏目漱石

が東京大学に入る前に、言ってみれば教養課

程のようなものですが、東京大学予備門とい

う所に入学します。それが明治17年です。そ

の大学予備門を出てから東京大学へ入学する

という形になります。そうすると、その経緯

が大河ドラマに出てくるのか出てこないのか

私は知りませんが、夏目漱石や正岡子規が大

学予備門の試験を受けた時を自ら書いていま

す。今では考えられないような事を書いてい

ます。ドラマには出てこないのかもしれませ

んが、文学者は得てしてありますけれども夏

目漱石は数学はあまり得意ではありませんで

した。漱石は大学予備門の入学試験で、数学

のよくできる受験生が教えてくれて合格した、

と自分で書いています。今、そんな事を書い

たら大変ですよね。私が同じように京都大学

の入試の時に数学を教えてもらって合格した

と書いたら、社会問題になってここでこのよ
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うに話もしていられないようになります。そ

の話は実際に夏目漱石の全集の中に入ってい

ます。ところがその後が面白い、と漱石は言

っています。自分に数学を教えてくれた受験

生は落ちてしまった、というのです。それか

ら、正岡子規は英語が嫌いだったようで、す

ると後にいた受験生がいちいち発音してくれ

たといます。この話にしても、そもそも試験

監はいるのかという事ですよね。それによっ

て合格したとこれも正岡子規自身が書いてい

ます。そういう時代というのは本当に高等教

育というのは限られたものであって、大学予

備門は50人程度のものです。高等教育という

のを広く取れば第二次世界大戦以前は専門学

校も含まれていますから、先程の稲垣先生の

女子専門学校も高等教育ですから、そのよう

な専門学校を含めても明治の17年くらいとい

うと、広い意味での高等教育といいましても

日本全国で在校生自体がたかだか1,000人く

らいしかいなかったと思います。今、椙山女

学園の大学生の一学年は1,000人以上おられ

ると聞きましたから、日本全体の在校生全員

入れてもそれくらいの数でしかありませんで

した。それからどんどん高等教育の学生が多

くなっていきます。日本の高等教育の爆発的

増加を引き起こすのはもちろん第二次世界大

戦以降の1960年代あたりからですが、その前

期的な形態は大正の終わりから昭和初期にあ

たります。昭和初期ですと高等教育への進

学者は今からすれば10分の1以下です。男子

で4.3％、女子で0.3％という少ない値ですが、

それがどんどん増えていきました。今現在

の正確な数字は分かりませんが、おそらく大

学で50％を超えているのではないでしょうか。

専門学校を入れると70数％が高校を卒業して

からの教育を受けている事になり、130年間

の間にとてつもない成長があったという事に

なります。

「教育ある人士」という言葉は夏目漱石の

言葉ですが、ここでいう教育という言葉は教

養と読み替えてもいいと思います。教養ある

人々、という意味で自分の小説を教育ある人

士に読んで欲しいという、これは別に学歴が

高いという意味ではなく、教養のある人に読

んで欲しいといっているのです。そうすると

だんだん高等教育が増えていけばいく程、漱

石の言う教育ある人士というものが多くなる

かというとそれは疑問ですね。先程の女子学

生亡国論の話もありましたが、昔の大学生に

比べて最近の学生は教養がないとか、学力が

ないとかというのはよく言われています。こ

れも考えてみると、私なんかもそういう事を

言いがちです。ところが私も自分のことをよ

く考えてみると、私たちの先生に教養がない

とか学力が低いとか言われていました。そこ

で、遡って調べていったら斎藤緑雨という人

が明治31年に既にそのような事を言っていた

というのが分かりました。明治31年というの

は正式には専門学校ですが日本女子大学校が

できた年です。明治30年に京都帝国大学がで

きますから、まだ高等教育へ進学する人が少

ない段階で斎藤緑雨という人が「教育の普及

は浮薄の普及なり」と言っています。簡単に

言うと教育が普及すると軽薄な人間が増える

という事です。教育ある人士ではなくて、軽

い人間が増えるんだ、と言っています。文学

を好む人ならご存知だと思いますが、斎藤緑

雨は明治時代の辛口の意地悪爺さんのような

人、よくそういう方は文筆家にいらっしゃる

と思いますが、山本夏彦のような人を想像し
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ていただければ分かりやすいかと思います。

辛口の評論家です。その人が明治31年に既に

教育が普及すればする程、教養ある人が増え

るのではなくて軽薄な人間が増えていくだけ

だと言っていたという事です。そう考えると、

最近大学を出た人が教養がないとか軽くなっ

ているという事も、私の時代も、その前の時

代の人たちも言われてきたのではないかと思

います。

そこで、そもそも教養というものは何かと

申しますと、昔は「教養がないね」というと

通じましたが最近はあまり通じないみたい

で、「教養がない」と言うと「今日、用事が

ない」と聞こえるみたいで、「いや、用事は

あります」と言われ兼ねない時代になりまし

た（笑）が、教養という言葉はしばしば使わ

れますけれども、では、教養ある人というの

はどのような人なのかというと、一番分かり

やすいのが、ジョン・スチュアート・ミルの

定義だと思います。彼はイギリスの有名な哲

学者ですが、「教養のある人というのはある

ことについては全てを知っている、それ以外

の全てについては何ほどかを知っている人」

としています。これは要するにあることにつ

いては全てを知っているというのは極端であ

ろうと思いますが、専門についてはちゃんと

よく分かっているという事です。今は分業社

会ですので、誰しもみんな専門家なんですね。

職業に就いているというのは専門家なのです。

だからなぜ弁護士は専門職で大工は専門職で

ないのか甚だおかしいわけです。これは誤訳

でプロフェッションというものが日本語にな

いから専門職という名前を付けただけで、プ

ロフェッションというのは別に専門職という

意味ではないです。宗教的意味などが含まれ

ており、また公共的な倫理性を要する職業と

いうことなのです。日本語でいう専門職とい

うのはスペシャリストという事です。そうす

れば職業人というのはみんな専門職ではない

でしょうか。私は昔からこの主張をしていま

すが、一向に直してくれないので仕分け人の

人に言ったらしてくれるのかなとも思います

が、関係ないと言われそうですね。（笑）こ

こで教養に戻ります。椙山で看護学部ができ

るというお話ですが、それが専門とするなら

ば、自分は看護に関して全てでなくとも非常

によく知っている、けれどもそれ以外につい

ていろいろな事を知っているというのが教養

です。実際、経営者が経営の事を知っている

のは当たり前です。経営者が金融工学に詳し

いからといっても誰も教養ある経営者とは言

わないけれども、その経営者が文学や音楽、

芸術について詳しいと、あの社長は教養ある

人だ、と我々は言うと思います。教養とはそ

ういうものであろうと思います。

■大学における「教養」とは…

そういう教養は日本の高等教育の中でどの

ように培われてきたか。ひとつは公式のカリ

キュラムの中にありました。これは初期には

夏目漱石や正岡子規が東京大学に入る以前に

行った東京大学予備門が教養課程みたいなも

のです。語学や基礎的な事を重視して、いろ

いろな人文系の学問とかを理系の人も学びま

す。そもそも第二次世界大戦以前の大学とい

うものは専門なのです。だいたいが3年です

が、大学は教養課程などなく、大学は専門的

な事をする所です。なので大学以前にいわば

教養課程のようなものがあったわけです。そ

れが大学予備門でその後に旧制高等学校、こ
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こ名古屋でいえば第八高等学校とか私立大学

の場合、例えば関西大学、早稲田大学など

大正時代に正式に大学になった大学には大

学予科というものがありました。2年ぐらい

だったと思います。それが第二次世界大戦

以後は、大学は4年制になりましたけれども

戦前はだいたい3年制でした。それは専門だ

けをやるからです。戦後は4年間になりまし

たが、教養課程2年間、専門2年間というのが

10年前あたりまではスタンダードでした。本

日の参加者の中の年配の方で大学を出られた

方は2年間教養課程という所におられたと思

います。大学以前の旧制高校とか大学予科と

かあるいは教養部というのは制度的に教養の

装置のようなものになっていました。ところ

が、実際には日本の高等教育の中での学生の

教養というのはエクストラカリキュラム、課

外活動のようなところで培われた面が多いと

思います。といっても長い130年間の日本の

高等教育の歴史の中では学生文化の中にその

ような教養的なものを重視する学生文化、本

を読むことはいい事だとか、本を読んでいな

いような者は学生としては欠陥があるという

ようなそういう考えはすぐさま出てきたわけ

ではありません。むしろ考えてみれば100年

前の社会というものは今の社会では想像され

ないくらいな不潔な社会だったし、暴力に満

ちていたと思います。私は時代小説というも

のを読むたびに嫌になるのは、その時代その

ものを書いているのではなく現代人が分かり

やすく作っているだけであって、例えばたか

だか100年前の社会でも本当に不潔で、匂い

がきつく暴力に満ちていて大変な社会だった

と思います。そういう時代ですから、夏目漱

石や正岡子規が行っていた大学予備門なんて

ものは学生文化にしめる教養主義は非常にマ

イナーなものだったと思います。先程のお話

で文学青年は今や文学おたくや草食系と言わ

れているようですが、最初はマッチョ系の方

が暴力に満ちているから強いわけです。太鼓

を叩いたりだとか裸になって踊ったりするっ

ていう方がエリート学校の学生文化ですから、

それが次第にいわゆる文明化、シビライゼイ

ションしてだんだん清潔になってきたり、マ

ナーがよくなってきたりというのは世の中の

流れですが、学生文化も次第次第に教養主義

的に洗練されてきて、つまり教養というのは

英語に訳すとシビライズドという事です。文

明化されるという事です。野蛮の反対です。

教養の反対は野蛮です。野蛮系がすごいか

ら、谷崎潤一郎というのは明治の第一高等学

校で、そのあたりからだんだんと野蛮系から

教養系、あるいは文明系に変わってきますが、

その境目あたりですから、谷崎は殴られたり

しています。あのような文学青年みたいな者

は野蛮系にしてみれば一番腹立たしい存在だ

ったと思います。そういう事でよく大正教養

主義といいますけれども、そういう教養とい

うものが学生文化に定着したのが明治の終わ

りから大正時代あたりになると思います。そ

うなってくると学生文化ですから授業よりも

学生の中であの本を読んでいないのか、三太

郎の日記も読んでいないのかという雰囲気の

文化ができてきます。レジュメの4の大隈秀

夫というのは金沢の出身です。三国一朗とい

うのはご年配の方はご存知かも知れませんが、

ラジオ司会者をやっているなかなか学のある

それこそ教養のあるタレントで、名古屋のご

出身で大学は東京帝大の文学部社会学科を卒

業しています。日本の高等教育の教養という
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のはどうも大学の授業というよりも学生の読

書サークルのようなものによって形成された

のではないかと思います。実際、私が大学に

入ったのは1961年です。大学の教養部の授業

はあまり面白いと思ったことはありませんで

した。ところが私の年になると思い出の先生

などを書いてくださいと言われて非常に困り

ます。大学の授業で面白いものは何もなかっ

たという言うわけにもいかないので困るので

すが、困る以前に特に京都大学はいい加減な

場所だったと思います。私が２回生の時に哲

学が面白かったので、哲学Ｓという授業があ

りました。スペシャル、アドバンストコース

です。それが西田幾多郎先生の弟子で、その

先生の授業は面白かったのですが、休講が多

くこの先生はよく授業を休むのです。今だっ

たら問題になるでしょう。事前にも休講を言

いません。この先生はどういう時に休むのか

と受講生みんなが経験法則を出し合いました。

その中で唯一、これだと思ったのが、雨が降

った日。これです。雨が降った日にはその先

生は来なかったのです。そういう状況でした

ので、授業ではそれなりに触発されましたけ

れども、やっぱりキャンパスの中にいろいろ

なサークルだとか特に読書会というものがあ

って、これがかなりかつてのキャンパスの教

養主義を支えていたと思います。読書会とい

うのは学生が妙に頑張るんですね。学生同士

の間で議論で負けたくないとか、特にその中

に異性がいるといい格好がしたいとかで余計

に頑張ります。そういうような場で勉強した、

というのが結構あります。どうして日本の大

学の中に読書会のようなものがずっと戦前か

らあって勉強していたのかと考えたら、最近

分かったのが、江戸時代に藩校というものが

ありましたよね。藩校というのは自学自習で

す。先生が授業をするのを講釈といいます

が、今、講釈というと悪いイメージですよね。

「あの人、酔うと講釈ばかりたれて」という

ような使い方をしますが、本来は授業のこと

を指します。その講釈の時間というのは、そ

んなに多くなかったようです。生徒同士が集

まって、例えば福沢諭吉もそうです、適塾な

どでは自分はここからここまでやってくると

分担を決めて読んできて、それを他の生徒へ

説明をしたり質問を受けたりする。つまり自

学自省の研究、と福沢諭吉は言っていますが

これは授業で教えられるよりも仲間と学んで

いくといった日本人の学習観が非常に表れて

います。だから日本では学ぶという言葉は古

くからありますが、教えるという言葉や教育

という言葉は非常に新しいんですね。そのよ

うな事が関係しているのではないかと思いま

す。そういう形での教養主義というのはあり

ましたが、ただ、これも厳密に言うと昔の大

学生はみんな教養主義でよく本を読んでいた

と捉えられがちですが、私は自分の出身学部

の学生を見て割とよく本を読んでいるなと思

えたのは10％いたかな、という程度です。な

ので、「昔の学生は…」と言っても斎藤緑雨

と同じように全員が全員真面目な学生ばかり

ではありませんから、人数としてそんなにい

たわけではないという事です。今日はその世

代の方もいらっしゃると思いますが、よく全

共闘世代、団塊世代と言われる人たちは酒を

飲むと「あの時、俺もよく暴れてな」と言い

ますが、あの時代、学生全員が運動に参加し

ていたように聞こえますが、アンケート調査

をすると実際に参加していた比率が5％とい

う説もあります。それと同じで、当時の学生



Journal of Sugiyama Human Research 2009 025

フォーラム報告

全員が教養主義であったのではなくて、それ

も5％程だったのではないかと思います。た

だ、正しい学生というのは本を読む学生だっ

たというのはあったと思います。今は本を読

む学生が正しい学生ではなく、あまり読みす

ぎると気持ち悪がられたりするかもしれませ

んが、正しい学生は本を読む学生だというの

は今と違う点だと思います。

■教養としてのユーモア…

しかしながら、かつてあったような高等教

育の学生たちの教養主義にもいろいろ問題が

あり、その問題のひとつは、先程の稲垣先生

のお話の中に女子学生の教養というのは身体

化されたものだ、という一説がありましたが、

女子に関しては振る舞いとという身体技法に

なったものだ、というのに対して男子は非常

にブッキィシュであって、これはためこみ系

というか、「あれも知ってる、これも知って

る」というもの。例えば「僕は岩波新書を

50冊読んだぞ」という感じですね。「ひけら

かす」教養みたいなものです。そのようなた

めこみみたいなもの、これを教養主義と言え

ても、こういう人を教養ある人と果たして言

えるのだろうかと考えると同時に昔の自分を

思い出して反省したりもします。ただ、ファ

ッションとして教養があったのは確かだと思

います。ファッションとしての教養というの

はそれなりいいと私は思います。例えば、私

の時代だったら下宿の本棚にはなるべく難し

そうな本を並べておくのが格好いいというの

がありました。だからたまに女子学生が下宿

先に来た時は、あやしげな本は後ろに追いや

って難しそうなものを前に出していました。

（笑）運悪く前の本が倒れたりすると悲惨な

状況になるという事もありましたが。（笑）

それでもファッションとしての教養というの

はやっぱり虚栄心でもあり、向上心でもあり

ます。物事というのは過ぎれば問題がありま

すが、知的虚栄心というのは決して悪い事で

はないと思います。そういうもので思い出す

のはそれが大学生ばかりではなくて大学を出

なかった人たちにも1970年代くらいまではあ

る程度広がっていたのではないかと思いま

す。私は1965年に大学を卒業して東京の保険

会社に勤め、西武新宿線の中村という駅に寮

があり、そこから通勤していました。当時は

車両がたくさんありませんでしたから、毎朝

同時刻に同じ車両に乗る人も自然と決まって

いました。そこにＯＬの方が乗っていたんで

すね、私と同じぐらいの年か少し下あたりだ

ったと思います。その方がいつもハンドバ

ックと一緒に本を持っていたんですね。本

を持ち歩くような教養ある女性が私は好きだ

ったものですから、興味を持ちました。向こ

うは何とも思ってなかったと思いますが、勝

手に好感持ちました。なので、その女性を見

る目も自然と温かい眼差しで見ていたと思い

ます。そこで、その本が気になり出しなかな

か分からなかった中、ある日、その本が何で

あるかがついに分かりました。エミリー・ブ

ロンテの『嵐が丘』でした。私は大学の時に

その本を読んでいたので、その日から、いつ

か乗り合わせた時にその女性の近くの吊革に

立ち、「何を読んでいるのですか？嵐が丘の

どのあたりが面白いですか？」というような

話をするのをきっかけに交際がはじまったら

…などと妄想をしていました。（笑）そんな

日々の中、分かったのが、その人はいつもい

つもその小説を持ち歩いているんですね。要
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するに読んでいなかったんですね。（笑）そ

れこそファッションとしての教養です。それ

以降、その女性が憎らしくなって、それまで

は温かい目で見ていたのが睨みつけるように

なり、その女性もさぞや変な男がいるなと思

ったと思います。そういう事がありました。

そういうような意味で旧制高校の学生も全共

闘時代以前の大学生たちも多分にしてファッ

ションとしての教養はありましたが、何とな

く知識の量を誇るような点は何もこれから継

承する必要のない事だと思います。むしろこ

れから大切なのはレジュメ６の「感じる」教

養というものではないかと思います。

専ら教養というと高等教育の中の学生文化

ばかり考えますが日本の庶民に教養がなかっ

たかというと、実はかなり教養があったと思

います。彼らがそれを教養と呼んでいないだ

けの話で、先程の稲垣先生の話で言えば、彼

らはそれを「たしなみ」と呼んだと思います。

あの人はたしなみがある、とかあの人はたし

なみがない、というのは正にシビライズドと

いう事だと思います。それは実際に日本の俳

句人口というのはものすごい多いと言われて

いるけれどもこれは昔からそんなに高い学歴

のない人でも、自営の商売をやっている人な

んかが休みの日にみんなが集まって一緒に絵

を描いたり鑑賞したり、俳句を作ったりとい

う事は、結構やっていたと思います。これが

いわゆる旧制高校的なひけらかす教養ではな

くて感じる教養だと思います。それからもう

ひとつ大切な事は、高等女学生が持っていた

教養観、あれも感じる教養だと思います。小

説や音楽の知識や量を競うのではなくて、味

わうというような事だと思います。レジュメ

に「立身出世亭主と教養女房」と載せました

がこれは大正時代に流行った言葉です。大正

時代というのは高等女学校人口がぐっと増え

てきて、そういう女性は専門学校や大学を卒

業した男性と結婚します。ところが、夫の方

は若い時にカントだとか、ヘーゲルなどと言

いながらも会社に入ったり役人になったりす

ると、猛烈サラリーマンのようになって何の

教養のかけらもなくなったりするので立身出

世亭主といったわけで、それに対して女学校

を卒業した女性の方は結婚してからもそのよ

うなたしなみ文化を続けているという事で教

養女房と言われ、この言葉が流行りました。

ですから、これから教養という言葉を考える

としたら、普通の庶民の中にあったそのよう

なたしなみといった形での教養を考えなくて

はならないし、むしろ高等女学校の生徒たち

の文化への接し方が大切ではないかと思いま

す。

それに関連して教養としてのユーモアもこ

れから大切だと思います。ですので、是非、

椙山女学園もユーモア学とかいうものを作っ

てほしいくらいです。これはどうしてそう思

ったかというと、少し話が横道に逸れます

が、私はたまたま北欧のデンマークに行った

時に感じた話をします。どうして北欧に行く

ことになったのかというと、私はこれまでそ

れなりに本も書いてきましたが、あとがきに

普通は妻に感謝する、とか書くだろうと思い

ますが、私はこの年のせいかそういう事を書

いたことがありません。パブリックなものに

家族や身内の事を書くのはどうかと思ってい

ますので、書いたことがありません。ところ

が、京都大学を辞めた数ヶ月の時に中公新書

から『丸山眞男の時代』を書いて、その時に

妻にあとがきに書くから、と伝えました。そ
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こで喜ぶかと思ったら、「今更結構です」と

言われてしまいまして、（笑）しかしそうは

言われても、「そこを何とか」といいました

が、黙ってるんですね。黙ってるのが一番怖

くて、「そんなに言うなら」と言うので「そ

んなに言うなら書いてもいい」と言うと思っ

たら「その印税があるんでしょう？それで北

欧旅行に行きたい」と言ったんですね。それ

以来、私は「妻」という字を見ると「毒」に

見えてきて仕方ありません。（笑）この前も

年末調整申告書を記入する時、妻だったか毒

だったか漢字が混乱してきて、扶養者・毒と

書きそうなりました。（笑）話は北欧旅行に

戻りますが、その時にデンマークに行きまし

た。そこで案内をしてくれたのが友達の友達

で、デンマークのホテルにずっと勤めていた

日本人女性でした。非常に素敵な中年の女性

でした。その女性が、ホテルに長年勤めてい

たから各国のお国柄がよく分かるという話で、

ある国の人たちは非常に綺麗に部屋を片付け

ていくと、ハウスキーパーが必要ないくらい

綺麗にしていくと言うのです。どこの国だと

思いますか？ドイツ人と日本人。それから荷

物が大きくて多いのがアメリカ人。それから

チェックインとチェックアウトの時に必ずユ

ーモアを言う、この国の人は分かりますか？

これはイギリス人です。実際、私も外国では

一番長くいたのはイギリスですが、本当にイ

ギリス人はたしなみとしてのユーモアといい

ますか、教養としてのユーモアが非常に生活

の中に根付いていて、ユーモアをちゃんと言

えるというのはたしなみなのです。上質なユ

ーモアを使えるというのは本当に羨ましいな

と思います。何かある時にユーモアがあると

雰囲気が滑らかになりますね。非常に大切だ

と思います。ただ、最近の日本ではギャグと

か流行っていますが、ギャグとユーモアは違

います。ギャグというのは仕様もないと言え

ば仕様もないもので、「電話が出んわ」とか

「スコッチをすこっち」とかですね。（笑）

今、笑っていただいた方は良い人だと思い

ます。しかしながら、そういうギャグもお

ずおずと言うのは良くないですね。自信を持

って胸を張って堂々と言えば、面白い感じが

するので、ギャグを言うときは是非みなさん

大きな声で自信を持って言ってください。一

方、ユーモアはストーリーも必要だし、教養

もいります。ギャグというのはオヤジギャグ

というのはあってもおじさんギャグというの

はありませんよね。おばさんギャグというの

はあってもおばはんユーモアというものはな

いわけで、やっぱりユーモアと言ったらおば

様とかおじ様という感じがしますから、ユー

モアは教養と関係して、生活も滑らかにする

し、これからの時代にとって大切なものにな

るのではないかと思います。21世紀の教養と

定義するならば是非ユーモアというものを入

れていただきたいと思います。

これも昔の庶民文化の中にはありました。

と、いうのはレジュメにもありますが、落語

というのは国民的教養でした。落語を知らな

いとユーモアが分かりません。どういう事か

というと、例えば会社でも、学校でも、大学

でも、職場とするならば、ゴルフが下手で講

釈ばかりたれてすぐ指導したがったり、そう

いう人っていますよね。そういう時に渋々付

き合ってるというような事を言うと、昔の日

本人だったら「ああ、寝床だな」というわけ

です。それは寝床という名の落語があり、そ

の落語は昔の話ですから、長屋の大家さんが
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義太夫が好きなんですね。義太夫が好きだけ

れども、声は悪いし、聞いていると頭が痛く

なるほどなんだけれども、その義太夫を聴い

た後には何かご馳走してくれるわけです。そ

れで、はっつぁんや熊さんはしょうがないか

ら義太夫を聴いているという話があるものだ

から、そういう話をすると、「あぁ寝床だ

な」と 言って周りを笑わせるわけです。こ

れは落語というものが国民的教養になってい

るからそれがユーモアになっていくんだと思

います。そういう意味でこれからの21世紀の

教養というのは、ユーモアもとても大切な要

素になるのではないかと思います。

■可能性の中心としての教養

ではそもそも教養というのはなぜ大切な

のかというと、それは個人ベースでもいい

し、社会ベースでも問いませんが必要な3つ

の力というものがあります。ひとつは環境に

適応していかなくてはいけないのでサバイバ

ルしていかなくてはいけない力、それを実用

力といいましょうか。これは環境適応能力で

す。けれど、そればかりでは社会もよくなっ

ていかないからやっぱり理想というものも必

要になってきます。理想主義も必要です。そ

れが理想力。けれどもこの理想も行き過ぎた

ら大変な悪夢が待っていたりすることもある

ので、例えば、ナチズムでも戦争でも、最初

から最終状況を意図していたと主張する人が

いますが、そんな事は全くなく、悪の道は善

意の敷石で踏みしめられていると言いますが、

最初は当事者はとても理想主義に燃えている

んですね。なので、理想主義も行き過ぎると

大変な事になる。そうかと言って理想もなく

てはいけない。そこで、第3の力としてレジ

ュメには「懐疑力」とありますが、要は反省

です、リフレクションです。自省とも言いま

す。この3つが必要で、チェックアンドバラ

ンスのような関係ですね。役に立つ実用力ば

かりでも短期的で発展性がなく、理想もなく

てはいけない。けれども、理想ばかりあって

も危ないこともあるからそんな事ばかり言っ

ていてもかえって駄目になるのではないかと

いう懐疑の力も必要です。しかしながら、懐

疑の力ばかりでも話に水をさすばかりではこ

れも困ります。要するに三権分立と同じで

す。チェックアンドバランスです。私は特に

3つ目の懐疑する力はとても大切だと思いま

す。懐疑という感情を持つのは人間だけです。

懐疑が非常に強くなると自己嫌悪になりませ

んか。自己嫌悪はあまりいい事ではありませ

んが、全く100％の自己肯定もおめでたいで

すね。動物の中で自分の事を嫌いになり、自

己嫌悪の感情を持つのはこれも人間だけです。

自分を嫌いな犬はいるでしょうか、いたら面

白いでしょうが。恐らくいないでしょう。自

己嫌悪するイヌはイヌ。（笑）話を戻します

が、この懐疑、リフレクションがあまり強い

のも問題ですが、これがあるからこそ、人間

社会のバランスが取れていると思います。教

養の力というのもこれと対応していると思い

ます。教養の実用力に対応するのが「役に立

つ」教養、教養もまんざら役に立たないわけ

じゃない、これは先程言いましたように、誰

しも専門を持っているけれどもその教養が三

角錐の底面だとすると底面が大きければ倒れ

ず、専門も伸びますよね。自分の専門が伸び

ていく時というのは、自分の専門ばかりに熱

中している時ではありません。他の事からア

イディアが出てきます。大学院生を見ている
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と、よく分かります。例えばジェンダー問題

を専攻したいという人がその関係の論文ばか

りを読んでいたら、そんなに大した事は出て

こない事がほとんどです。ジェンダーと違う

ものを読んで教養を身に付ける。専門という

ものがより高くなり、より深くなるためには

やはり、教養が役立つと思います。それから、

「社会をよくする」教養というものもありま

す。的確な理想を描いていくというような事

です。もうひとつは、これれは私が非常に好

きなものですが、「邪魔をする」教養もあり

ます。教養が邪魔をするというのは多々ある

と思います。これは日本語で「臆面がない」

「厚顔無恥」とも表現されます。「○○さん

は教養が邪魔をしてできないのね」というの

は最大の褒め言葉だと思います。邪魔をする

教養というのがリフレクションと非常に関係

していて、私は大切な事だと思います。大学

でどういう形でというのは、後程のパネルデ

ィスカッションの最後の部分でまとめたいと

思いますが、教養を考える時、レジュメにあ

りますイギリスの有名な作家のジョージ・オ

ーウェルがある何でもないシーンについて

長々と書いている文章があります。私はこれ

を学生時代に読んで、未だに記憶に残ってい

ます。それがどういうシーンかというと死刑

囚が雨が降っている中、連れられていくシー

ンで、その道には水溜りがいくつもできてい

ます。その死刑台に向かう中、警察官だった

オーウェルはその様子を見ていました。死刑

囚たちは水溜りがあろうとなかろうとただた

だ真っ直ぐ歩いて行きそうなものです。あと

数分後には殺されるわけですから。ところが

その道にある水溜りをひとつづつ避けて行く

んですね。その様子をオーウェルは印象深く

感じ、感動しました。彼はあの死刑囚は一体

どのような政治犯なのか、なんなのか分から

ないけれども、そのシーンを克明に著してい

るんですね。これは人間というものを最後ま

で忘れない、あと数分後に殺されても水溜り

を避けていくというのはこれこそ身に付いた

品格そのものではないか、つまり、振る舞い

としての教養とか身体技法としての教養を指

すのではないかと今になって思い、学生時代

に読んだ時に感動したのを覚えています。要

するに美しい人間の佇まいというものはそう

いう所にあるのではないかと思います。その

ような意味で可能性の中心としての教養であ

ると思います。私はこのように偉そうな事を

言っていますが、稲垣先生はパワーポイント

をお使いになりましたが、私もこれまでもパ

ワーポイントを使った方がいいかな、という

時は度々ありました。けれども私はこのオー

ウェルの品格ある囚人と違って、どうせ68歳

にもなるし覚える間に死んでしまうだろうか

ら、パワーポイントは覚えなくともいいと思

いました。これこそどうせ死ぬんだからまあ

いいや、という品格のない私自身を発見しま

して愕然としました。私よりもずっと年寄り

の人でドイツ語や中国語をやり、「先生、楽

しいですよ。」とおっしゃる方がいます。そ

の方はこれから中国に行ってビジネスをする

わけでもなく、もし元気な時に一度旅行でも

できたらいいと思うけど行けないかもしれな

い。それでも彼は毎日毎日ラジオで中国語講

座を聴いている。これこそ正に先程言いまし

たオーウェルに出てくるような水溜りをちゃ

んと避けていくそういう人物に非常に近いの

ではないかと考えました。ご清聴ありがとう

ございました。
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渡邉主任研究員：竹内先生、ありがとうござ

いました。この議論の続きは後ほどのパネル

ディスカッションに移ってからにしたいと思

います。ここで一度、休憩を取ります。開始は

20 分後の 3 時 30 分からを予定しております。

渡邉主任研究員：定刻の時間になりました。

では、第 2 部のパネルディスカッションをは

じめます。最初に本日のコメンテーターの梶

田正巳先生からコメントをいただきたいと思

います。その前に梶田先生の簡単なプロフィ

ールをご紹介します。既に本学教育学部の教

授をされていらっしゃいますのでご存知かも

しれませんが、名古屋大学の教育学部長を務

められ、高等教育センター長を歴任された上

で、本大学には一昨年の 10 月から赴任されま

した。昨年 4 月からは高等学校、中学校の校長

も兼任されています。その他にも愛知県教育

委員会の教育委員長という役も重職されてお

りますし、文部科学省中央教育審議会委員な

ど、非常に幅広くご活躍でいらっしゃいます。

では、梶田先生よろしくお願いいたします。

梶田正巳氏：みなさん、こんにちは。ご紹介

に預かりました梶田です。どうぞよろしくお

願いたします。今日は竹内先生、稲垣先生に一

度にお目にかかれて幸せだと感じております。

個人的にも竹内先生とは関係があり、何年も

前の 20 世紀から 21 世紀に変わる頃です。竹

内先生は京都大学の研究科長・学部長をやっ

ておられ、私も名古屋大学の教育学部長で、毎

年、学部長会でお目にかかりました。ある時は

仙台で、先生のユーモア溢れるお話をいろい

ろお聞きしました。九州でも学部長会があり、

旧交を温めました。それからしばらくお会い

しておりませんでしたが、今日、こうして美声
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をお聞きできて非常に嬉しく思っております。

稲垣先生とは今日、初めてお目にかかりまし

たが、先生のご著書の「女学生」に関する本を

読んでおりました。先生のお話しの女子学生、

女子大生亡国論を大変懐かしい思いで聴いて

おりました。ちょうど 1959 年から 1963 年が

学生時代でしたが、暉峻康隆（てるおかやすた

か）氏の「女子学生亡国論」が発表されて、話題

になったのを思い出します。

今日はおふたりの先生から自由にお話いた

だいた方がいいと思っています。偶然、今、

併設の中学校、高等学校で校長を兼任してお

ります。満点の取れる校長ではありませんが、

1年半ばかり務めながら考えさせられた事が

たくさんありました。まさしく女子教育に関

わりますので是非この機会にご意見をいただ

ければ嬉しく思います。女子教育について実

はこれまであまり深く考えたことがございま

せんでした。男女共学の学校を卒業し、勤め

先もそうでしたから、女子教育をほとんど考

えることがありませんでした。正直に申しま

すと、椙山へ赴任してはじめて女子教育とは

どういうものかと考えました。これを考える

きっかけをいただいのが椙山正弘先生でした。

最初に理事長にご挨拶に伺った時、私は率直

に意見を述べる方ですので、その時も椙山先

生に「先生、21世紀の女子教育の価値、意味

とはどういうものでしょうか」とお伺いしま

した。すると椙山先生は明解に「本学は男女

共学にするつもりはありません。女子教育に

は価値があります。」ときっぱりおっしゃい

ました。その言葉がずっと頭に残っており、

女子教育の現代における価値とは何だろうか、

とそれ以来、自問自答して参りました。中高

校長を兼任するようになり、中高生の事は非

常に気になります。これまでは電車に乗って

いても大学生が目に入ってきましたが、この

頃は中高生が大変気になります。職が変わる

と見るものも違ってくると感じた次第です。

日本の一般的な学校教育では男女共学が普

通ですし、公立で男子校、女子校というのは

少なく、戦後、アメリカの影響を受けて男女

共学をとりましたが、アメリカにいた時も公

立の男女共学の学校に見学に行きました。そ

の時もあまり自分自身が女子教育、男子教育

といった観点で見ていませんでした。今はそ

うではなく、女子教育からいろいろと考えま

す。

一年半を振り返ってみますと、面白いとこ

ろがたくさんあります。中高校のどちらもそ

うですが、男性は教員だけで、生徒は実に伸

び伸びとしています。非常に強い第一印象で

した。中高にはいろいろな行事があり、その

行事のほとんど全てを生徒が企画し、実行し

ております。つい先日も、高校で学校説明会

がありまして、中学生と保護者が1,000人く

らいおみえになりました。その時も開会から

閉会まですべて生徒の司会進行で進んでいま

した。学校説明会は教員が企画実行するのが

普通です。公立学校はきっとそうしています。
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体育祭や文化祭はもちろんです。立派にきっ

ちりとやり遂げています。それを見て生徒た

ちに「君たちの企画力、運営力は素晴らしい。

君がもし将来学者になったら、学会の1つや

2つは任せられる」と生徒たちに率直に気持

ちを伝えた事もあります。その時「もし男子

がいたらどうなっていたのだろうか」という

事も考えました。もし男子がいたら、重要な

主催者、司会進行は彼らがしますが、本学は

女子校で、自分たちでします。義務的にやっ

ているのではなく、非常に積極的に熱心にや

っています。中学校から高校の6年間、こん

な経験をたくさんしたらすごい力になります。

多くの人があまり自覚していないすごい力が

つくと思います。これは女学校や女子教育の

大きな価値になると思いました。

中高に限った話ではなく、大学にも当ては

まる事柄だと思います。男女共学は、日本の

教育文化、学校文化ですが、先頭に立って関

与するのは男子で、女性は役割を譲ります。

謙譲の情操が育っていいということだと思い

ます。こういう事を考えますと女子教育は面

白いと感じました。女性だけの環境では、自

然に発生する気持ちです。これは教員の中に

も自然発生するものです。男女共学の学校で

すと、先生の男性観、女性観、ジェンダーと

申しましょうか。先生のジェンダーが自然に

生徒のジェンダーに非常に大きな影響を与え

ると思います。女子生徒のみの環境では、そ

んなに大きな影響力は出てこないと思います。

こんな体験から、世界の女子教育はどうな

っているのか、いろいろ調べてみました。そ

うしますと、single-sex educationと言って

いる国もあります。女子は女子だけの女子

校、男子は男子だけの男子校の方がいい、と

いう意見は日本では聞かれません。男女共学

が一般的な社会通念ですので、ほとんど耳に

しません。ところが、外国の書物やホーム

ページで研究書を見てみますと、single-sex 

educationを推す国がありました。イギリス、

オーストラリア、ニュージーランドなどです。

アメリカでは、女子校をgirl�s schoolといい

ますが、girl�s schoolの私学連盟があり、女

学校はいい、というのを声高に主張していま

す。調べてみますと、推進する国の数が結構

あります。これは非常に面白いと思いました。

女子教育の現状を勉強しながら日本の教育の

実情を見渡すのは、素晴らしい観点です。実

際に2003年か2004年に、アメリカの教育省が

女学校連盟や連合がさかんに主張する内容は

どの程度妥当であるか、日常的な調査研究を

まとめた報告書を出しました。それを見て

「世界には女子教育についていろいろな見方

がある」とつくづく感じました。こういうこ

とを考えている間に、日本の女子教育、また

椙山の女子教育は面白い、ということを自信

を持って、社会に向かって主張しなくてはな

らないと感じました。私の話はこれくらいで、

竹内先生や稲垣先生のお話をお伺いしたいと

思います。

渡邉主任研究員：梶田先生、ありがとうござ

いました。今日の基調講演がそれぞれ 1 時間

で少々短かったかと思いますので、竹内先生、

稲垣先生、何か追加される事がありましたら

お願いしたいと思います。

稲垣氏：梶田先生、いろいろ興味深いお話を

ありがとうございました。女子校においては

様々な行事等を女子だけの力で行う事ができ
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るということでしたが、ある女子大に集中講

義に行った際に面白い話を聞きました。女子

だけだと協調性や連帯感があるというのは確

かによく聞きますが、逆にひとりでいても気

にならないとか、ひとりで何かをするという

事に対して恥かしさや違和感を持たなくなっ

たというのです。女子大というと女の子同士

が仲良く集まっているものだというイメージ

があったので、ひとりで行動したり自由に振

舞うことに違和感を持たなくなったというの

が意外でした。女子校だからといって一緒に

しなきゃいけないということではなく、いろ

いろな在り方を許容し認め合うのが根底にあ

って、むしろそれによってつながりを維持

しているのかなと思いました。その意味で

は、ちょっと余裕がでてきたのかなと思いま

す。戦後の亡国論の時代というのは権利を獲

得するために闘うという姿勢が要求されまし

たが、今はむしろ男女共学が普通になってい

る中であえて女子だけの中で生活をする大

学時代を選ぶ事が、無理せず自然体でいられ

る、頑張っているけれども頑張り過ぎていな

く、頑張っている自覚なくいられるというよ

うな居心地のよさのようなものがあるのかな

と、新鮮に感じました。その点では、戦前に

女学生だったおばあさんたちにお会いしてお

話を聞いた時の印象とどこか似通ったものが

あるように思いました。もう90歳近くになる

わけですが、彼女たちと話しているとまだ女

学生のようなところと、当たり前ですが非常

に成熟した部分が同居していて、それが何の

違和感もなく調和しているという所がすごく

印象に残っています。女学生時代というのが

過去のノスタルジアとして冷凍保存されてい

るのではなくて、今もその方たちの中で生き

ていて、それが違和感なく融合しているわけ

です。そういう意味では、女子だけの世界で

培われる受容的で自由な文化のよさというの

が文化の水脈として連続しているのかなと感

じます。それが案外、新しい学生文化のスタ

イルとして新鮮に映るのではないかと、梶田

先生のお話を伺ってそう感じました。

シングルセックススクールといいますと、

私も2度ほど短い期間ですがイギリスに滞在

した折に、いくつか私立中等学校を訪問しま

した。ほとんど共学化されていますが、元は

女子パブリックスクールだった学校は、女子

だけのシングルセックススクールのままでい

ることを選択しているところが結構あって、

うまくいっているところも多いんですね。女

子校でいいところはどこですかと聞くと、女

子だけなんだから勉強もスポーツ、芸術方面

も共学以上に頑張らないといけないし、それ

でうまくいってると答えてくれた学校があり

ました。たしかに見ていても、リラックスし

た雰囲気だけど積極的な感じが印象的でした。

今、イギリスでは男子生徒の成績が低いのが

問題として取り上げられることが多くなって

います。

竹内氏：梶田先生の話は要するに共学になる
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と男子がどうしても主導権を握って女子がそ

のような機会を逃してしまう、例えば生徒会

長とか企画者というのはどうしても男子主導

になってしまうので、女子だけの方が必ず誰

かがしなくてはいけないという状況があると

いうのは私もよく分かります。けれども、最近

の傾向を申し上げると、梶田先生は今の男子

を理想化し過ぎています。私は今、共学の大学

にいますが、男子学生は全然駄目ですよ。ゼミ

旅行やゼミ幹事は女子学生の方が率先してや

ります。草食系というよりも動きません。それ

と梶田先生が理事長にお会いした時に、信念

を持って女子教育をするとおっしゃったとい

うお話を聞いて、私は今の大学を考えるとそ

れは本当に大切な事で、なぜかというと共学

の良さもあるけれどもシングルセックス校の

良さもあると思います。それが戦後の中で共

学が善という形になってしまい、流れにその

まま乗って行くというのもいかがなものかと

思いますが、私も最近、いろんな大学の方から

相談を受けたりしている中、女子大学が共学

化しようとしている所が多いんですね。ほと

んどはいかなる理念もありません。要するに

共学化したらマーケットは一挙に 2 倍になり

ます。本当に共学にするという理念で決断す

るのならいいけれども、ほとんどの場合はマ

ーケットの拡大というのが実情です。あくま

で女子大学を守るという事はマーケットの半

分を捨てているという事だから、わたしは偉

いと思います。この事は私も現在、大学に在籍

しており、先程の大学のビジネスモデルの話

がありましたが、昔は大学を産学共同反対で

教育を語るのはタブーとされていましたが今

は真逆になっていて、大学改革要綱をご覧に

なってみるとお分かりですが、全部ビジネス

用語になっています。大学ももちろんひとつ

の組織であるから、それもちゃんと永続して

いかなくてはならない面もあります。教員も

職員もいるし、卒業生もいるからそれも大切

な事だと思います。けれども、去年の大河ドラ

マは「義」というものをテーマにしていました

よね。利益の「利」と「義」です。「利」と「義」が

必要ですが、特に教育としての組織であるな

らば「利」だけだといかにも寂しいです。そう

いう意味では理念を守られているというのは、

私は尊い事だと思います。逆に、女子大学を共

学化するというのは「利」以外に何があるのか

を説明してやらなければ、そうでなければ単

なる「利」だけの大学改革だなと思います。こ

れからの大学はサバイバルで大変なので大学

改革は必要で、しなくてはいけないと思いま

すが、今の日本の大学で欠けているのは「義」

というものではないかな、とお話を聞きなが

ら思った次第です。

渡邉主任研究員：折角のところですので、竹

内先生のお話の中で教養教育への提案という

のをディスカッションの場で、という事でし

たのでもしこの場でよろしければお願いでき

ますか。

竹内氏：先程申しましたように、なかなか日

本の高等教育の中で教養教育がうまくいって

いたのかというのは難しいものがあります。

なぜかといったら、確かに旧制高等学校とか

大学予科など制度的にはありましたが、あの

授業の中で触発はあっただろうけれどもそれ

以上ではなかったような気もしないでもない

んですね。むしろ教養はエクストラカリキュ

ラム、公式的なカリキュラムではなく、生徒同
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士の読書会などの場にあったような気がする

のでなかなか難しいし、それに元々教養とい

うようなものは学校だけで教えられるもので

あろうかという問題も含んでいるので、教養

教育とは形容矛盾のようなところもあります。

それでもなにがしかでももしやるとするなら

ば、という事を考えると、具体的には私は来年

の 4 月から関西大学の新しい学部の学部長の

予定になっています。新しい学部ですから教

養を少しでも重視したいと思っています。大

学でやることですから、まず教養といっても

もちろん本ばかりではありませんが、私に言

わせたら読書が全てではないけれども中核的

なものだと思います。人間というのは言葉が

大切で、先程自己嫌悪ができるのは人間だけ

だと言いましたが、やはり人間は言葉でしか

考えられません。自分の環境がいくら変わっ

ても言葉がなければ感情もなく、言葉の練磨

というものが大切だと思います。それはやは

り活字文化でしか生まれていかないし、活字

が一番ち密な論理的思考だと思います。しか

しそういっても今の学生にめちゃくちゃな要

求はできませんので、1 ヶ月に 1 冊、4 年間

に 50 冊というコースを必須にしています。も

ちろん本は文庫本とか新書とかを最初はほと

んど本を読んだ事のない学生にも非常に易し

いものにして、少しづつステップを上げてい

っていくつもりです。その時、単に読後感想文

を書くだけではなくて、かならず音読をする

ように指導します。なぜなら昔、本というのは

声を出して読んだものでした。今は黙読です

よね。黙読というのは明治の終わりくらいか

らはじまったもので、明治の初期などはまだ

声を出して本を読んでいたものでした。やは

り自分で声を出して読むと黙読とはだいぶ違

います。それからもうひとつは自分が気に入

った箇所を写経のように写すのを課題にしま

した。この 2 つを経て感想文を出すというの

を必須としました。その中、私ができなかっ

た事がひとつあって、椙山女学園で是非行な

って頂きたいと思っていますが、教員がリレ

ー講義で自分の感動した本を話すのがいいの

ではないかと考えていました。私は大学の時

に○○○を読んで感動した、こう思ったなど

ですね。学生時代に感動した、彼らと同じ歳

の時に感動した本をリレー講義で必須にした

ら、学生に何かが伝わるのではないかと思い

ました。もうひとつの目玉はユーモアの話も

しましたが、関西大学は大阪にあります。大阪

といったら吉本です。お笑いの吉本です。そん

なお笑いのお膝元にユーモアの学問がひとつ

もないなんて寂しいし、ユーモアは奥が深い

ですよね。ちょうどそこで活躍してくれそう

な先生もいましたので、笑い測定器というの

を開発した先生ですが、その機器というのは

横隔膜あたりに何かをつけるとと作り笑いと

本当の笑いが区別できるようで、その先生曰

く教授会でその機器を先生にかけると本当に

笑っているかどうかわかるとか、漫才か何か

を見ている時もどの程度笑っているのか笑い

の単位が分かるそうです。そのようなユーモ

アに関する授業に 4-5 名の先生を揃えていま

す。関西大学では具体的にこのような事を考

え、予定しております。

渡邉主任研究員：ありがとうございました。

いくつかの提言を頂戴し、今後非常に参考に

なるご提言だったと思います。お二方に補足

をいただきましたが、それを受けて梶田先生、

いかがでしょうか。
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梶田氏：竹内先生のお話に非常に共鳴しまし

た。竹内先生は身を持って体現していらっし

ゃると思ったのが、正しく教養としてのユー

モアです。大学教育もそうですが、我々日本人

にとっても重要なテーマだと思います。果た

してどのように習得できるのか、竹内先生は

自ら習得されていらっしゃるので、習得のノ

ウハウを教えていただけると大変ありがたい

と思いますし、授業にしてもただ講義を聞く

だけではなかなか難しく、毎回演習をしない

と実力はつきません。力の身に付け方につい

て、先生にもう少しお話をしていただきたい

と思います。

竹内氏：けれどもユーモアも危険性はありま

す。失敗すると大変な事になって失敗も経験

になりますが、今、法学部が法科大学院を作

っています。それを作る時の会議で法学部の

先生がこれから法学部にロースクールを作る

と言ったんですね。法学部の先生の話が長く

て、どの先生も疲れていたせいか、私はその時

に、「法学部はハイスクールではなくロースク

ールを作るんですか。」と言ったら、みんな疲

れていたから笑ったんですね。けれども法学

部長は憮然としました。ユーモアも危ない面

を持っていて、私もかなり失敗しております。

ですので、ユーモアやギャクをやっても失敗

にめげずに、打率 3 割ぐらいに思って 3 割保

てられたら立派ですよ。ちなみに 3 割という

のはあらゆる所に出てくる数字らしいですね。

河合隼雄先生がカウンセリングしていて治癒

するのが 3 割程で 3 割打者を目指せと言って

いらしたそうです。

渡邉主任研究員：ユーモアをめぐっての議論

が続いておりますが、お笑い学会の波及力と

いうか影響力というのは相当大きいものがあ

りまして、この界隈ですと金城学院大学の森

下氏がいらっしゃいますが、彼とは昔から実

懇ですので、その森下氏を中心としながらこ

の界隈でグループがあり、そのメンバーが看

護師さんで病院において患者さんに対しての

笑い効果というものを研究していてそのうち

のひとりが 4 月から本学園に赴任する予定で

すし、看護学の中でそのユーモアについては

担当してもらいます。ただ他学部には広がり

にくいのではないかと思います。では、次に梶

田先生から稲垣先生にご質問があればどうぞ。

梶田氏：これも日々感じている事ですが、高

校では外国の学校と姉妹提携を結んでおり、

夏に研修に行ったり、勉強に行ったりしてお

ります。生徒達は非常に熱心で、行きたいと手

を挙げます。高校に限らず大学もそうですが、

外国で勉強をする事に対して男子は引っ込み

思案でなかなか参加しません。しかし、女子学

生は非常に熱心で、外国に行く事に関心を持

ちます。国際結婚もしたい、男性が国際結婚に

積極的になるのは稀ですが、女子学生、女性は

外国で結ばれて、現地でお暮らしになる事は

非常に多い。つまり、女性の生涯というものを
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考えた時に、我々は日本国内が視野にはいり

ますが、国際的と言いますか、日本という国の

枠組みを超えて、世界でサバイバルする力を

女性が付けることはとても重要な気がしてい

ます。稲垣先生、いかがでしょうか。

稲垣氏：戦前の女学生もそうですが、外国に

行く事に積極的な女性というのは、昔から案

外多いですね。日本のミッション女学校の先

生たちはアメリカで女子教育を受けた女性の

方たちでしたし。日本でも明治の女学生は外

国への興味や憧れが強かったように思います。

女性が自由に行動することが抑制されていた

時代だからこそ、海外で活躍したいという夢

をもっていたのではないでしょうか。でも確

かに現在でも男子の適応力は低いといえば低

いような気もしますが、それが何故なのかと

いうのは残念ながらよく分かりません。

竹内氏：これは私の仮説ですが、女子は海外

に行くと圧倒的にモテるからなのではないで

しょうか。日本の男は全然モテないですよ、私

だけじゃないと思います。それも多いにある

のではないでしょうか。

渡邉主任研究員：稲垣先生の今日のご発表の

中でひとつの方向性と言いましょうか、新し

い理想の女性像、例えばポストモダンな切り

口からの少女論だとか女性論といったような

そういうものがあるのではないかというご提

起だったと思いますが、何か他に考えていら

っしゃるポストモダンな話、理想の女性論と

いうものがありましたらもう少しご紹介いた

だけますでしょうか。

稲垣氏：先程、イギリスの話でも触れましたが、

女子中等学校というのはそれぞれ理想の女性

像というようなものを打ち出しているんです

ね。古い伝統のある学校では、その伝統の女性

像を堅持して、勉強だけでなく社交能力や教

養を重視した教育を行っている所もあります。

一方、通学制のロンドンなどにある学校は伸

び伸びしているけれどもアカデミックな勉学

中心といった所もあります。ですので、それぞ

れの学校が特色立ってそれが古いから新しい

からというのではなくて、自前の強みを打ち

出していて、それが清々しい印象を受けまし

た。ポストモダンだからこんな女性像じゃな

くてはいけないというのではなくて、正統と

か非正統という枠にとらわれず、それぞれが

新しい理想的女性像を模索すること自体が新

鮮なんだと思います。今は理想自体が見えな

い時代ですから、理想的女性像を語ることそ

のものが重要なことだと思います。

渡邉主任研究員：ありがとうございました。今、

このような質問をした背景には本学の建学の

理念に「人間になろう」というものがございま

す。各校がそれに向けて教育を行っておりま

す。大学ではその具現化として必修科目で「人

間論」という講義を１年生全員が受講してお

りますが、その「人間論」というのをどのよう

な形で展開するかは、現状では担当教員に任

せられております。先程、稲垣先生から女子大

生の人間形成というのが議題に挙がりました

が、それが正に本学で模索している問題だと

感じましたので、これも一言でこのような人

間になろう、とは言い兼ねる問題ですので、あ

る意味、提起していただいたようなたしなみ

ある教養、またゆとりのある教養というもの
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が何らかの形で伝わっていけばいいかなとい

う印象を持ちました。現在、「人間論」は進行中

ですが、いろいろ考えていきたいとは思って

おります。

本日のフォーラムで最初に申し上げました

ようにご質問がございましたら質問票でお受

けいたしますが、質問票がございませんでし

たので、ここから暫くの間、フロアとの自由

な質疑応答を展開してみたいと思います。

〔質疑応答〕

渡邉主任研究員：それではそろそろ終了時間

が迫って参りました。今回のフォーラムを企

画いたしました者としてまとめると申し上げ

るのもいささかおこがましいですが、私の意

見をまとめさせていただきます。稲垣先生の

ご発表も竹内先生のご発表も歴史的に眺めた

時に、ある時期女子教育というものに非常に

大きな批判が展開され、そこにはある種、通底

するような男性側の意識というものが存在し、

それによって批判の対象にされてきたわけで

すが、それが時代と共に現在では女子大学に

対する一定の評価が出ておりますし、今後を

見通してみても女子大を続けていくという事

が大事な事ではないかという結論、と言うと

いささか大袈裟ではありますが、そのような

お話であったのかな、と理解いたしました。竹

内先生からは様々な所で言われているように

年配者が同じ時代を生きている若者たちへ苦

言を呈するというような意味で「教養がない」

といった言い方があったけれども、詳しく調

べていけば確かに現代の学生たちが読書をし

なくなっているという事象的なデータもあり

まして、今日のご提言の中では大学での取り

組みの中でとにかく読書を勧める、あるいは

音読を勧めるといった動きが出てきています。

今、脳科学者たちが一生懸命主張しておりま

すように音読の効果が大脳生理学的にも立証

されている側面もあります。声に出して読む

事を実際の教育の場でいかに取り入れながら

進めていくかも課題となってくると思います。

椙山女学園という総合女子学園においてど

うやら今後共に女子教育というコンセプトの

基に幅広い「人間になろう」という教育理念

をどういう形で教育に反映していくかは我々

に課せられた務めだと思っております。本日

のフォーラムを参考にしながら今後、取り組

んでいきたいと思っております。本日は長時

間に亘りありがとうございました。では、会

を閉じます前に椙山女学園理事長、椙山正弘

より閉会のご挨拶をいたします。

椙山正弘理事長：本日は晩秋の寒さも加わり

ました中、大勢の方々にお集まりいただきま

して誠にありがとうございました。新制大学

ができて今年が60年目にあたり、あちこちの

大学で60周年の周年行事が行われており、私

も午前はそちらの方に出席をしておりました。

新制大学ができたという時にはじめてでき

たのが女子大学です。戦前には女子大学校と

いう名前の専門学校はありましたけれども、

女子大学はありませんでした。そのはじめて

できた女子大のひとつとして椙山女学園大学

が誕生しました。それ以来、本学は女子教育

を一貫して行ってきましたが、少し遡ります

と、明治38年の1905年に名古屋裁縫女学校と

してスタートしたことが起源となり、以来女

子教育を一貫し更に高等教育へとより高い教

育機会を開く事を務めて参りました。当時は、
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裁縫という実科をしながら一方で一般教養的

な科目を課すという内容でした。ただ、戦前

の教育は軍国主義下であり、それからもうひ

とつは良妻賢母という主流がある中、戦後の

新しい教育改革によって本学園ではその古い

良妻賢母を廃するという事を宣言しておりま

す。先程、婦人専用列車という言葉をお使い

になりましたが、天野正子さんは女性専用軌

道という言葉を使っています。女性が進む道

を歩ませる道として女子大学が進んできたと

いう意味です。そのような歴史を含んでおり

ますが、その中で最初に設置されたのが家政

学部でその後、文学部と以来の本学は学部を

順に増やして参りまして、女性専用軌道では

ないもっと幅広い教養を身につけるそういう

意味の大学にしてきたつもりでおります。女

子学生の亡国論、あるいは興国論というその

ような論議があったことは学生側からみれば

間違いありませんが、教育の面から申し上げ

ますと女性の教育というものが、先程「人間

になろう」というものが本学の教育理念であ

ることはお話になりましたが、人間教育とい

うものを目指しております。竹内先生が人間

教育を目指すといいながら実際にはやれてい

ない所が多いというお話がありましたけれど

も、女子大しか実は人間教育はできないので

はないかという気が私はしております。その

意味でこれから進む道はそこを求めて参りた

いと思います。今までお話いただきました教

養とその歴史、女子学生の歴史、そこから現

代の大学を考え、そしてさらに今後の発展を

考えていきたいと思っております。

これを持ちまして閉会のご挨拶とさせて頂

きます。

＊テープ起こし文責　大浦

＊竹内先生、稲垣先生、梶田先生にはご校正およ

　　び本誌への掲載をご了承いただきました。心よ

　　り感謝申し上げます。
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第18回椙山フォーラム（第5回椙山人間学研究センター主催シンポジウム）
アンケート集計結果

＊受講者数：80名　アンケート回答者数：27名（回答率33.7％)
＊事前申込：108名／…受講者：80名　(参加率74.0％)…

1．中日新聞の折込チラシ 10名 37%

2．日本経済新聞の折込チラシ 2名 7%

3．新聞広告（朝日・大学インフォマーシャル） 0名 0%

4．生涯学習センター・図書館の掲示 0名 0%

5．学園・センターのホームページ 0名 0%

6．椙山人間学研究センターからのご案内 9名 33%

7．友人知人からのお誘い 4名 15%

8．その他 2名 7%

Q1．今回のフォーラムは何でお知りになりましたか ?

1．興味・関心のあるテーマだったから 21名

2．講師に魅力・関心があったから 5名

3．会場が便利な場所にあったから 8名

4．その他 1名

Q2．今回のフォーラムへの参加動機は何ですか?（複数回答可）

�その他…教員からの誘い2名

�その他…母校で開催される事により先輩や先生方にお会いできるかもしれないから。

友人知人からの
お誘い 15%

センターから
のご案内
33%

その他 7%
中日折込 37%

日経折込 7%

【フォーラムを知った理由】

【参加動機】



Q3．今回のフォーラムは参考になりましたか?

1．大変参考になった 12名 44%

2．参考になった 13名 48%

3．参考にならなかった 0名 0%

4．全く参考にならなかった 0名 0%

5．無回答 2名 7%

　

　　　　　　　　　　

　

参考に
なった 48%

無回答 7% 大変参考に
なった 44%
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20代
7%

80代
4%

70代
22%

60代
26%

30代
4%

40代
26%

50代
11%

会社員
11%

無回答
11%

その他
25%

主婦
33%

学生11%

学園関係者
7%

無回答
11%

愛知県内
37%

名古屋市内
52%

【参加者年齢層】 【職　業】 【お住い】

【感想】

　【その他参考データ】
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NO. 職業 年齢 性別 ご意見・ご要望　　

1 主婦 40 女
放送大学で稲垣恭子先生の授業を取り、先生を拝見したくて申し込みました。教育社
会学に興味があります。

2 主婦 40 女
梶田氏のお話の中に公立と私立、共学と女子校というくくりでのお話がありましたが、
ちょっと違和感を感じました。教育の現場でどちらが良い悪いということはないよう
に思います。我が子であれどういう道を選ぶか本人の意思が大切かなと思います。

3 主婦 40 女 竹内先生のお話はこれからの生活・生き方のヒントをいただきました。

4 主婦 70 女
人間や個々の自立の道しるべ、教育について今後も続けてください。竹内先生のお話
から投げやりにならないように心して、年を重ねていきていければと強く思いました。

5 主婦 60 女
本日はとても楽しいお話で分かりやすく、教養というものを再確認できた思いです。
竹内先生のファンになりました。

6 無職 60 男 パネリストの使うマイクの音量が小さかった。

7 学生 40 女
とても丁寧で理解しやすいフォーラムでした。今後も女子大でしか人間教育はできな
いのかなど、女子大をテーマにしたものを希望します。

8 無職 60 男 竹内先生はとても話術が巧みで大変魅力的でした、ありがとうございました。

9 無職 60 男 これからの日本語を考える機会を作ってほしい、「漢字と日本文化」など。

10 無職 70 男
世界各国の教育制度の長所や短所、また、小学校～中学校～高等学校～大学の一貫教
育制度についてのより深いコメントが聞きたかったが、竹内先生のお話はユーモアが
あり、大変満足だった。

11 無職 60 男 竹内先生の表現力が素晴らしく聞き入ってしまいました。

12 元教員 70 女
大変楽しく、有意義なフォーラムでした。椙山女学園の教育体制への自信を深めるこ
とができ、安心感を持ちました。もっと現役の教職員の方々も出席するべきだと思い
ました。

13 学生 20 女
女子大ならではの社会女性学の講演が聞きたいです。上野千鶴子先生のお話など大変
興味があります。また、上野先生と対談されていた画家の松井冬子さんにも興味があ
ります。

14 会社員 20 女
もっと学生が参加できるような、もう少しフランクなテーマであってもよいかなと思
いました。

15 会社員 60 男
これからの日本の高等教育のあり方や方向性にまで話を掘り下げて欲しかった、また
人間にかかわる心理の変化に興味があります。

フォーラムに対する主なご意見・ご要望
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NO. 職業 年齢 性別 ご意見・ご要望　　

16 無職 70 男 とてもよいお話だったので、参加者が少ないのがとても残念だった。

17 主婦 60 女
人生経験豊富な竹内先生の巧みな話術に引き込まれ、時間があっという間に過ぎまし
た。稲垣先生のお話は女子学生の歴史をいろいろな角度から考えられており、気づか
される点が多々ありました。

18 無職 70 男
今日の生きる事が難しくなっている社会の中でいかにして「生きる」のか、というテ
ーマで講演を行なって欲しい。

19 元教員 80 男
教養女性・女性としての教養・教養としてのユーモアなどいろいろ考えさせられまし
た。

20 教員 40 女
放送大学で竹内先生の講座「学校システム論」を学んでいます。実際に先生のお話を
聞けてとてもよかったです。今後も竹内先生から多くを学び、教養、ユーモアを身に
付けたいです。
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旅から見えるアジアのいえ・街・暮らし
～古代インド地域の美意識とその建築的表現～
A study of architectural aesthetic in acient India

椙山女学園大学生活科学部教授

戸部　栄一
 Eiichi Tobe 

はじめに

本来は表記表題で行った講演の要旨を掲載

すべきであろうが、筆者の講演はほとんどが

自ら撮った写真の解説であり、旅から感じた

各地の美意識や造形表現あるいは暮らしに潜

むものを述べたに過ぎなかった。しかし、そ

れでは「椙山人間学研究」の名を汚すことと

なるように思えるため、この2回の講演を題

材として、改めて資料・文献を調べ、考察を

加えて副題のような2つの小論文としてまと

め直すこととした。当日の聴衆の方々ならび

に研究センターのご理解を賜りたいと思う。

1.　本論の視点

そもそも、人々の美意識・価値観あるいは

ものづくり、大きく言えば文明構築の源泉は

何なのであろうか。これは相当の難題である。

筆者のこれまでの管見と先達の諸説から見る

と、「自然や環境と人間そのものへの関心」

ではないか思われる。人はおかれた環境の中

で生活を組み立て、社会をつくり文明化させ

てきた。そして幾世代にわたる美意識や価値

観によってそれらが磨かれ、各地の「型」が

確立してきたと思えるのである。環境や自然

こそが人々の美意識・価値観の源泉というわ

けである。

このことは、梅竿忠夫氏の「文明の生態史

観」を読んでも強く感じられる。氏はユーラ

シア大陸の古代文明を大きく<砂漠の世界>

と<森の世界>に分け、この環境の違いが物

事の捉え方、行動様式の違いに反映している

と説いている。宗教・神様のあり方も環境に

よって異なると思われるが、宗教は教祖の個

性・教義による影響が大きい。環境に深くか

かわっている宗教の個性もまた文明のあり方

を規定しているといえる。

ところで、なぜ論考を「古代」、「インド

地域」と規定したのか。筆者が見てきたのが

主に古代遺跡であったのが一つの理由だが、

文明の変容には文化接触が大きな要因になる

とされるからである。周知のようにインド建

築はイスラーム王国、ムガール帝国の出現に

よって大きく変容する。そして、近世以降の

ヨーロッパ諸国の到来と植民地化によって西

欧文明の影響を受け、インド文明はさらに大

きく変容する。そこまで含むと論考が複雑に

なると考えるからであり、この問題はこの後

の論考で論じたいからである。また、「イン

ド地域」としたのは、現在のインド共和国だ

けでなく、スリランカ、ネパールなどの周辺

国を含めて考察するからである。古くは現在

の国境にとらわれず文明・文化は展開してい

たし、これまた周知のように古代仏教はスリ

ランカやネパール、中国、東南アジア諸国へ
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と伝播・展開していった。そして、これらの

周辺国にこそ、古代の姿が見られる場合もあ

ると考えるからである。

2．既往研究に見る言説と古代インドの宗教

インド建築の歴史とその分析は神谷武夫氏

の知見によるところが大きい。氏は「インド

建築」、「インド建築案内」などの著書を通

してインドにおける各宗教の寺院・遺跡・公

共建築物の詳細な調査を行い、これをもとに

インド建築の特質を述べておられる。筆者と

してはこの貴重な知見をベースに論考と説明

を加えていくことにする。

また、古代インドの宗教に関しては、その

概説書やウィキペディアなどを参考とした。

さて、インド建築の背景となる宗教は言う

までもなく、ヒンドゥー教である。ヒンドゥ

ー教は、キリストやブッダ、ムハンマドのよ

うな教祖（開祖）はなく、特定の作者による

聖書の類もない。ラーマーヤナやマハーバー

ラタといった叙事詩とマヌ法典などが基本を

なすとされる。シヴァ神、ヴィシュヌ神など

多くの神様があり多神教にみえるが、これら

の神々は独立して存在するものではなく、宇

宙そのものである唯一・至高の存在の各側面

であるとされる。輪廻を信じ、そこからの解

脱のために修行・苦行を行う。死後は物理的

存在としての肉体は滅ぶ一方、その魂は再び

別の生として生まれ変わると考える。その肉

体は火葬し、遺灰は河川、特に聖なる河カン

ガーに流すのが至上の喜びとされる。インド

には墓地・墓は存在しない。

現在でもインドの人口の8割はヒンドゥー

教徒であるとされるが、建築物に関しては、

仏教成立以前の遺跡等はほとんど残されてい

ない。ヒンドゥーの寺院・宗教建築がつくら

れるのは、仏教が成立し、その寺院等が建設

された後のことだといわれている。つまり、

ヒンドゥー寺院は、仏教建築が成立した後、

その影響と独自の世界観・美意識を基に生ま

れるのである。

仏教においては、ブッダの遺骨は8つのス

トゥーパ（仏塔）に分骨され、それらが仏教

のシンボルの菩提樹などとともに礼拝の対象

となった。仏教の普及と発展を願った紀元前

3世紀のアショカ王はインド中に8万ものスト

ゥーパを建立し、礼拝と信心を推奨した。

なお、ストゥーパは中国や日本に｢卒塔婆｣

や｢塔｣として伝播し、五重塔などへと発展し

たといわれている。また、初期の段階ではス

トゥーパを祀る寺院が建立されたが、これは

「リンガ」を祀るヒンドゥー寺院との共通性

が見られる。すなわち、寺院は神の住む家と

してつくられ、そこには神のご神体が祀られ

るのである。仏教とヒンドゥー教は相互に影

響しあいながら発展してきている。仏教では、

その後｢仏像｣が本尊として祀られるようにな

るが、なぜそのように変化したのかという経

緯は定かでない。ブッダの教えを人々に伝え

るためにはそれを具体的に表現する方法が求

められたことは想像に難くない。すなわち、

仏画と仏像が布教のためのわかりやすい表現

手段になったものと思われる。

3．古代仏教遺跡を巡って

＜サンチーの遺跡＞

今回の視察における最も古い遺跡のひとつ

がサンチーの遺跡である（写真1参照）。こ

こはアショカ王の建立になるという紀元前2

世紀ころの遺跡である。このストゥーパは



写真5　エローラ遺跡の景観（カイラーサナータ寺院）
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古い時代の姿を残している点で評価されている

が、同時にストゥーパを飾る4つの門に驚かさ

れる。この遺跡は紀元後1世紀に拡大・完成さ

れたというからその時代のものと思われるが、

インドのシンボルともいえる象・トラなどの

動物とともに、躍動的で写実的な女神像が飾

られている（写真2、3参照）。この女神像は

その後のヒンドゥー寺院の人物像に共通する

姿態をしており、あるいはこれがその後のヒ

ンドゥー教的表現の原型となっているのでは

と思わせるものである。天女ヤクシーの像は、

実に写実的でなまめかしい。

＜アジャンター遺跡とエローラ遺跡＞

アジャンターの遺跡は紀元前2世紀から紀元

後5世紀にかけてつくられた仏教の石窟寺院で

あり、エローラ遺跡は6世紀から9世につくら

れた仏教、ヒンドゥー教、ジャイナ教の共存

する石窟寺院である（写真4、5参照）。いず

れも岩盤をノミで穿って掘り出した寺院であ

るが、仏教に関してはストゥーパ信仰から仏

像信仰への変容をみてとれる。5世紀のアジ

ャンター第19窟、7世紀のエローラ第10窟で

は、ストゥーパを残しながらその前面に仏像

を置き、それを礼拝するという形式となって

いる。さらに、この石窟の天井をみると、木

材をアーチのように組み上げた構造がみてと

れ、当時は木造のこのような建築物が多くあ

ったことが推察される。と同時に木造的形態

こそ古代インド建築の原点であることが推察

される（写真6参照）。このことに関しては

写真1　サンチーのストゥーパと門

写真2　サンチー遺跡の
門を飾る動物像　

写真4　アジャンター石窟群の景観

写真3　同　天女ヤクシー
像



写真7：アジャンタ第1窟の蓮華手菩薩像

写真6：エローラ第16窟の仏像とストーゥパ 写真8：アジャンタにおける仏像事例

写真9：エローラ、ナンディ堂のシヴァ神像
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神谷氏も同様の見解を示している。

仏教の崇拝対象はこうしてストゥーパから

仏像へと移っていくが、同時に絵画として表

現する方法も取り入れる。5世紀につくられ

たアジャンター第1窟の蓮華手菩薩像は法隆

寺金堂の壁画の原型とも言われるものである。

しかし、壁画による表現はエローラ遺跡には

ほとんど見られず、曼荼羅を除けば、表現と

しての壁画はインドでは重要性を減じていく

ようである（写真7参照）。

エローラ遺跡は仏教、ヒンドゥー教、ジャ

イナ教が共存し、時代ごとに隆盛の時期を異

にするという特徴を持つが、その彫刻を比較

すると仏教は比較的スタティックであるのに

対してヒンドゥー教はより写実的かつ躍動的

である。ブッダの象徴的な姿、すなわち坐像、

立像、涅槃像などを表現しようとする仏教と、

物語的で現世的・人間的葛藤に関心を寄せる

ヒンドゥー教との違いが出ているとも思われ

る（写真8、9参照）。

＜スリランカの古代仏教遺跡＞

上記のような仏教建築・芸術の特徴はスリ

ランカの古代遺跡にも見られる。ストゥーパ

崇拝は今も残り、ストゥーパを祀るルワン

ウェリ・サーヤ寺院(紀元前2世紀より建設)、

キリ・ヴィハーラの仏塔など多くの寺院があ

る（写真10参照）。また、アショカ王時代か

らのガンダーラ様式を残す12世紀のガル・ヴ

ハーラ立像、涅槃石仏など多くの仏像があり、

インドで仏教がすたれた後も世界中から仏教

徒が集まる布教センターとしての機能を果

たした栄華の跡を見て取れる（写真11参照）。

より古い姿を残す寺院・遺跡がここにあると

いえる。

また、悲劇のエピソードを持つシーギリア



写真10：ルワンウェル・サーヤ寺院の景観

写真11：ガル・ヴィハーラの涅槃仏像

写真12：シーギリア・レディと呼ばれるシーギリア・ロックの壁画
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ロックには、5世紀にその岩盤に描かれた見

事な壁画が残されている。シーギリア・レデ

ィと呼ばれる美女のフレスコ画は当時の日常

生活を彷彿とさせるほど写実的で美しい（写

真12参照）。しかし、この芸術表現は現代に

ほとんど生かされていないようで、消滅して

しまった例外的文明のような印象を受ける。

4．古代ヒンドゥー建築

ヒンドゥー教建築の事例としてカジュラホ

遺跡を、またこれを支えた地方豪族の建築の

事例としてオルチャ遺跡を、さらにネパール

におけるヒンドゥー建築としてパタン、カト

マンドゥの歴史地区を取り上げてその建築的

表現様式をみる。

＜カジュラホ遺跡＞

カジュラホ遺跡は、西インドのラージプー

ト族のチャンドラ朝が10世紀半ばから12世紀

にかけて建設したヒンドゥー教の寺院建築

群である。かつては85の寺院があったとされ

るが、現在は25院が残っている。この遺跡を

ベースにヒンドゥー寺院の特徴をまとめる

と、①「シカラ（塔状部）」と「堂」と「基

壇」による3層構成、②垂直性と水平性の共

存、③彫刻による装飾、の3点が重要と思わ

れる。ヒンドゥー寺院は神の家であるとされ

る。建物全体で彼らの世界観・宇宙観を表現

していると見るなら、その全体像は、ヒマラ

ヤに代表される山のようであり、特にシカラ

部は神の山の表現であるように見える。南イ

ンドや、他地域ではシンメトリーで均整のと

れたシカラ部も見られるが、カジュラホ遺跡

ではいずれも非対称で高山をデフォルメした

形態となっている（写真13参照）。

この下にある堂は水平線の強調と抜け（開

口部）によって寺院の中心（ご神体）を強調

している。さらにその下の基壇部は山の麓・

裾野を表現し、堂への導入部としての階段が

神の家に入る期待感を高めているように感じ

られる。

寺院の外壁にはおびただしい数の彫刻が施

されている。それは王、女神像から動物にま

で至り、ひとつの物語世界を語っているよう
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である。しかも、性的行為を写実的に表した

ものも多く、豊満・しなやかな肢体が表現さ

れている。これはヒンドゥー教が豊穣を願

い、女性を神秘的なものとみなし、ラーマヤ

ナのような叙事詩の物語の世界が至高なるも

のの一部と認識しているためだと思われてい

る（写真14、15参照）。

堂部には部屋と開口があり、ここには主と

してご神体としてのリンガがおかれているが、

他に何もない殺風景な空間となっている。ヒ

ンドゥー寺院は外観、それもその形態と施さ

れた彫刻が主役のように見える。

この遺跡は現在では寺院として利用されて

いないが、参拝者は絶えず、特に老婦人の集

団（巡礼者）が多く見られた。隣接地には、

現在も寺院として使用されているマータンゲ

シュワラ寺院があり、ここは実に活気ある生

き生きとした世界を見せていた。カジュラホ

遺跡の往時の姿をしのぶことができる（写真

16、17参照）。

＜オルチャ遺跡＞

オルチャ遺跡は、ラージプート族が16世紀

に建設した宮殿と2つの寺院が残された遺跡

である。16世紀といえばすでに中世であるか

ら、ムガール帝国の影響を受けており、中世

建築に属するものである。それゆえ、宮殿は

シンメトリー・点対称で中庭をもち、イスラ

ム建築に類似している。イスラム教は偶像崇

拝を禁止したので、宮殿内には彫刻も具象的

絵画もない。しかし、ここで注目したいのは

「チャトリ」と呼ばれる阿屋（あずまや）風

の空間装置である。オルチャの宮殿では、こ

の「チャトリ」が屋上部におびただしい数で

使われている（写真19、20参照）。これはカ

ジュラホ遺跡のシカラ部と堂部をあわせた形

態と類似しており、タージマハル、フマユー

ン廟をはじめとする16世紀以降に頻繁に用い

写真13：カジュラホ遺跡の景観

写真14　カジュラホ遺跡の外壁
　　　　 を埋め尽くす彫刻群

写真15　同左　彫刻の一部

写真16：遺跡をめぐる巡礼者達 写真17：同左　家族連れ
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られるモチーフとなる（写真21参照）。オル

チャ宮殿の屋上のチャトリ群は機能的には日

射をさえぎりつつ通風を確保する阿屋、休憩

空間かもしれないが、景観的には水平線を強

調し、天空をイメージする空間装置になって

いるように思える。これまた、神の世界を暗

示するものなのかもしれない。

＜パタン、カトマンドゥの歴史地区＞

ネパールの古都パタンとカトマンドゥの歴

史地区の建築物に共通して言えることは、木

造を基礎として、ヒンドゥー教と仏教が完全

に習合してどちらの寺院か判別しないくらい

類似しているということである（写真22、23

参照）。もちろん石造の、インドとほとんど

変わらない寺院（写真25、26参照）や、伝統

的形態のストゥーパを祀る仏教寺院もある

（写真24参照）が、全体としてはネパール様

式ともいえる木造建築が主流のように思われ

る。その特徴は、深い軒と上階ほど面積が小

さくなる塔状の立面にある。深い軒は当地の

多雨の気候と関係が深いと思われる。塔状の

形態は仏教がインド国外に移る過程でのスト

ゥーパの変容（五重塔形式）と関係が深いよ

うに思われる。また、古代中国、チベット仏

写真19：オルチャの宮殿屋上の「チャトリ」群

写真20：オルチャの宮殿屋上の「チャトリ」（拡大）

写真21：タージ・マハルにおける「チャトリ」

写真22：パタン・ダルバール広場の景観

写真23：カトマンズの歴史地区の景観
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教との関係も類推される。

また、ネパールに残る歴史的建築物が古く

ても12世紀、多くはマッラ朝の16世紀頃に集

中的に建設されたという経緯にもよると思わ

れるが、この形式の共通性は高いといえる。

また、寺院の軒を支える肘木にはよく見られ

る（写真27参照）が、ネパールではインド的

な彫刻への関心はほとんど見られない。明ら

かに人々の美的関心・美意識の違いがあるが、

この要因は定かではない。

5．古代インド地域の人々の関心と美的表現

まとめに変えて、冒頭のテーマに関する考

察を加えておきたい。まずいえることは、建

築形態の地方性、時代性は大きいということ

である。インド地域とはいえ、インド、スリ

ランカ、ネパールの各国によって仏教、ヒン

ドゥー寺院の形式が大きく異なっている。巨

大ストゥーパとこれまた巨大な仏像を祀るス

リランカの仏教の形式と、仏教・ヒンドゥ

ー教が習合した木造の多塔形式のネパール

と、シカラ様式のインドヒンドゥー形式とは

かなり違う形式であるといえる。この違いの

要因は、定かではない。各地の遺跡の時代が

異なることも影響していると思われるが、仏

教、ヒンドゥー教の伝播・発展の違いと、気

候（寒暑及び雨量）及び建築材料の問題、さ

らに土着の古くからの建築様式とがかかわっ

ているかもしれない。これらは容易に考証す

ることができないので今後とも課題として残

るであろう。

しかしながら、こうした違いを超えてこれ

らの形式には共通性が見られる。ストーゥパ、

シカラ、塔はいずれも上昇性がある。カジュ

ラホ遺跡ではほとんどヒマラヤの山並みのデ

フォルメであるように見える。インド地域に

おける自然、特に山と河は神聖な祈りの対象

であり、これをモチーフに建築様式が発展し

てきたことは十分ありうるだろう。また、ジ

ャイナ教を除けば寺院が神の家として認識さ

れ、至高の存在、天上世界をイメージして建

写真27：伝統的建築の軒を飾る肘木デザイン

写真25：パタンのクリシ
　　　　 ュナ寺院

写真26：バクタブルのラメ
　　　　シュワール寺院

写真24：カトマンドゥにおける仏教寺院
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築を考えてきたことも十分ありうる。インド

ヒンドゥー教の彫刻へのこだわりはそうした

ものであろう。さらに写実的・躍動的表現も

ヒンドゥー教の物語的世界観を表現している

ものといえよう。また「チャトリ」や寺院中

央の堂部の開口は、水平性の表現のようにも

見え、地平線や水平線・水のイメージにつな

がっている。この垂直性と水平性の組み合わ

せこそが、ダイナミックな建築様式の源泉で

はなかろうか。

これは筆者の仮説に過ぎないが、今後とも

こうした視点からこの地域及び世界の建築様

式を研究したいと思うものである。
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1.　本論の目的と視点

本稿の目的は、古代イスラーム都市と建築

に見られる美意識についての考察である。こ

こで「地中海地域」を対象としたのは、この

地域が古代においてイスラームとキリスト教

の抗争の舞台となり、相互に影響を及ぼしあ

って、それぞれの文明・文化をつくり上げて

きたからである。イスラームはアラビア半島

で興り、瞬く間に西は地中海の南、北アフリ

カを制し、イベリア半島に渡る。北はシリ

ア・ヨルダンからトルコにいたる。東は、中

央アジアやインドにまで支配地域を広げる。

これらの地域の古代遺跡を中心に何箇所かを

見てきたので、地中海地域のもう一つの世界

であるキリスト教社会のありようを念頭に、

これらを比較しつつ、都市・建築の特徴や美

意識を考察する。

古代のイスラーム都市や建築の研究は東京

大学東洋文化研究所の研究を始め、さまざま

なされており、特にその成果の一つでもある

法政大学陣内秀信教授らの「イスラーム世界

の都市空間」は、本論の考察に大きな示唆と

知見を与えてくれている。また、松原康介氏

の「フェスの保全と近代化」も同様である。

建築形態についてはアンリ・スティアリン氏

の「イスラム　初期の建築　バクダッドから

コルドバまで」が参考になる。これらの資料

をベースに、筆者なりの見方・考え方を加え

て考察するものとする。

2．イスラームの成立と古代都市

　イスラームの成立・歴史、その宗教の内容

と考え方は、小杉泰氏の「イスラームとは何

か」によくまとめられている。ここではこの

文献を元に、簡単にイスラームの成立と考え

方についてまとめておく。

　イスラームの発祥は7世紀と比較的新しい。

また、地域的にはペルシャと古代ローマの中

間地域に興り、両地域の古代都市を征服・利

用しながら支配地域を拡大した。そして、9

世紀には西はアフリカ、スペインから東はイ

ンダス川・中央アジアにまたがる大帝国とな

るのである。なぜ、急激に拡大し、その後も

世界を大きく左右する宗教足りえているのか。

イスラームでは、「唯一・至高の神アッラ

ーに絶対帰依し、その教えに従って生きるこ

と」を旨とし、ムスリム（信徒）は神、天使、

経典、使徒、来世、定命（六信）を信じ、信

仰の告白、礼拝、喜捨、ラマダーン月の断食、

巡礼の五つの義務行為（五行）をなさねばな

旅から見える地中海地域のいえ・街・暮らし
～古代イスラーム都市・建築の美意識～

A study of space aesthetic in acient Islam

椙山女学園大学生活科学部教授

戸部　栄一
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      Eiichi  　 Tobe 



Journal of Sugiyama Human Research 2009054

第 2 回　人間講座『旅から見える地中海地域のいえ・街・暮らし』

らない。そうすれば、来世において天国に行

き、アッラーの下に行くことができるという

のである。創造主たるアッラーは絶対であっ

て、個としての人間と神とは垂直的な関係で

ある。ところが人間同士は神と同じ関係で結

ばれた仲間であって、人間間に上下関係はな

い。つまり平等な関係にあり、ゆえに人種・

民族の違いなしに水平な関係をつくることが

できるのである。この人間間の平等性が、イ

スラームが世界宗教として拡大し、その社会

を維持してきた要因の一つであると思われる。

また、イスラームには祈りの場となるモスク

はあっても聖職者ないしは教団組織といった

ものはない。また神学校という形でクルアー

ンとハディース（啓典）を学び覚え、その知

識の豊富なものが指導者となる。これも人間

間の水平な関係の故といわれている。また、

アッラーや指導者の教えに従って生きるとい

うことには政教分離という観念はありえない。

政治的行動もまた宗教的実践の一つなのであ

る。さらに、アッラーは宇宙そのものであり、

人間とは全く違うものであるから、人間的な

崇拝形態は禁止される。偶像崇拝禁止は重要

な教えである。このため、モスクだけでなく、

家庭においても偶像が飾られることはない。

これらの点は、キリスト教徒の比較におい

て著しい違いとなる。周知のように、キリス

ト教はイエス・キリストによって創始され、

神とはキリストを介してつながる。バチカン

を頂点とする教会組織と聖職者を持ち、人間

キリストをイメージしたキリスト像、マリア

像、イコン、聖人などを崇拝する。また宗教

は心の問題とされ、政教分離が現在の西欧社

会の原則となっている。これらの点で、イス

ラームは全く異なる価値観・世界観を持つ。

　このようなイスラームの観念と教えは、こ

の世界の美意識や美的表現を考える際に重要

なことであると思われるため、あらかじめ記

述しておくのである。

さて、イスラーム創始以前のペルシャ・ロ

ーマなどの古代都市の特徴は、「防衛を旨と

する高密度都市」という点に集約されるだろ

う。また、中庭式住居という住居形式もまた

この都市構造と密接に結びついたポイントと

なる。中庭式住居というのは敷地の外周に壁

を立て、敷地の内部に庭を置きここに開かれ

た部屋を配置するという形式である。次に示

すのは、文献に見るメソポタミア・ウルの平

面図と現在のバクダッドの住居配置図の一部

である。

この事例に見る住居では高密でありながら、

都市の喧騒から逃れた静穏な住まいの様子を

想像することができる。外敵からの防衛に都

図1　ウル平面図

図2　バグダッド及び北米住宅の平面図（黒ぬり地が住宅）

バグダッド 北米住宅
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合よく、高密度でありながら住居の環境を守

れる住居形式である。これが拡大・連担して

できるのが古代都市である。古代都市は、城

壁で守られ、内部に広場などの中庭を抱え、

それらを結ぶ街路によってつくられていたの

である。このような構成は他の古代都市にも

見られ、キリスト教世界を含む有史以来の共

通の都市構造となっていたものと考えられる。

イスラームはこれらの都市を征服・利用しつ

つ、新たな都市を同様な視点から建設してい

ったのである。

3.　モロッコ・フェズの都市構造と現状

モロッコのフェズの旧市街地（フェズ・エ

ル・バリ）はベルベル人を頼って逃れたイス

ラーム王朝がフェズ川の西岸に8世紀末以降

に建設した都市である。その都市構造は現代

にまで保全され、「迷宮の街フェズ」として

世界遺産にも登録されている。ここでは、こ

のフェズの都市構造について考察する。

先にも述べたとおり、フェズの都市構造に

ついては、陣内秀信氏の「イスラーム世界の

都市空間」、松原康介氏の「フェスの保全と

近代化」などの既往研究がある。図3は前述

の「イスラーム世界の都市空間」に掲載され

たフェズ（旧市街）の平面図である。ややわ

かりにくいが、中央を南北にフェズ川が流れ、

そのほぼ中央にカラウィン・モスクが位置し、

ここから放射状にいくつかの街路が延び、さ

らにこれらの街路にはまるで葉の葉脈のよう

に細街路が広がっている。四周には城壁があ

り、東西南北に主要街路につながる城門があ

る。ブージュールド門とプトー門を結ぶ東西

の主要街路に沿ってはおびただしい数の商店

が並び、いわゆるスーク（市場）を形成し、

その裏側にはモスク、神学校、隊商宿などの

公共的施設が配置されている。この通りは、

主要街路とはいえ、その幅員は3～4mほどし

かなく、曲がりくねっている。また商店の間

口もほとんど2～3mくらいしかなく、裏道・

店舗間の通り抜け通路も多い。カラウィン・

モスクから北に伸びる主要街路周辺には職人

街・工場街があり、これらの背後はすべて住

宅街となっている。この住宅街の細街路はさ

らに狭く、行き止まりも多い。迷宮都市フェ

ズと呼ばれる所以である。（写真2～7参照）

このような都市がなぜ形成され、しかもこ

こだけでなく多くのイスラーム都市で広がっ

たのか。このような構造にどんな秩序とメリ

ットがあったのか。

上記文献「イスラーム世界の都市空間」の図3　フェズ平面図

写真1　フェズ遠望
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研究成果を含めて考察すれば、この都市構造

の原則は、①城壁で囲まれた高密度都市、②

公共的空間と私的空間の街路特性による分離、

③公的空間に配置するスーク、職人街、モス

ク・メドレセ、隊商宿など、④迷路性・行き

止まり街路による私的空間の環境形成、⑤個

人の自主活動の尊重、などの論理によるので

はないかと思われる。①は古代都市の宿命で

ある都市と住民と富と権力の防衛のための必

須用件であり、古代都市に一般的に要求され

る条件である。都市が始めてつくられた時に

は外壁・城門・主要街路などが支配者・建設

者によってまずつくられたであろう。しかし、

都市は防衛だけでは成り立たず、その都市外

の多くの人々との交易・交流によって成り立

つ。人と物資の出入りがなければ成り立たな

い。こうした商業的・公共空間が城門に近い

空間と主要街路沿いに立地する。それが③の

原理である。ちなみに、フェズでは大きなあ

るいは多量の物資の移動によって成り立つ商

業・工業ほど城門に近いところに立地し、物

資の移動量と立地が密接に関係しているとい

う分析が上記文献に記載されている。こうし

て他都市・物資の交流のための空間が主要街

路沿いに形成される一方、これとは反対に住

居など私的空間では、プライバシー・静穏な

環境確保が求められる。公的空間と背中合わ

せでありながらこの要件を満たすためには、

よそ者が入りにくい構造をつくることが適当

である、ゆえに私的空間につながる街路は細

く、迷路的である方がよいというのが②と④

の原理である。こうしてできたフェズの都市

機能の配置概念は図4のように理解されてい

る。この構造はよく理解できるが、街がこの

ように形成されたのはそればかりでなかろう

写真2　ブージュールド門

写真3　スーク1 写真4　スーク2

写真5　スーク3

写真6　住宅街への道 写真7　カラウィンモスク
　　　  入り口
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図4　フェズの機能配置概念図

という視点で考えたのが⑤の原理である。

そのヒントとなるのがJ・ソヴァジェによ

るスーク形成仮説である。図5は古代の列柱

道路から商店街に変容していく事例であるが、

こうした変容が神殿、広場（フォルム）列柱

道路を持つローマやペルシャの古代都市を変

えてきたというのである。これらの変容は時

の為政者やコミュニティが組織的に行ってき

た訳ではないのではなかろうか、というのが

筆者の見方である。というのは、神と人間は

絶対的・垂直的な関係によって結ばれている

が、人間同士は仲間であって平等であり、上

下関係はない。ゆえに、他人への迷惑がなけ

れば自由に活動できたのがイスラームの世界

だったからである。ほとんど不法占拠のよう

に、もちろん既存の居住者と相談しながらも、

ここに店を出しても支障がないでしょう、と

ばかりに勝手に店を出す。広い道路や広場を

食いつぶしながら、隣の人もそれに合わせて

店舗を拡大するといったような、いわば自然

的な自己増殖によって形成されたように思え

るのである。この結果街路はどんどん狭くな

り、曲がりくねった形態となる。住居の広が

るスークの背後でも同じことが起こる。他人

の迷惑にならない範囲で街路にはみ出したり、

空中を使ったりして自己増殖していく。通り

抜けの必要性の少ない街路には住居をつくり

閉じてしまう。この結果行き止まり道路がで

きていく。こうしたシナリオによって現在の

フェズあるいはイスラーム古代都市の原型が

形成されたのではないかと思えるのである。

この仮説は大胆かもしれないが、キリスト教

世界の都市のあり方と比較するとき、こうし

た見方が信憑性を帯びてくるのである。

4．キリスト教世界の古代～中世都市の形態

キリスト教世界の古代から中世にかけて

の都市構成の概念を示すと図6のようになろ

う。また、中世の都市ではあるが、具体的事

例としてクロアチア・ドブロブニクとイタリ

図5　スーク誕生仮説（J・ソヴァジェによる）

図6　ヨーロッパの古代都市構成概念図
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ア・アッシジの平面図と市街地の概況を示す

と図7、図8、写真8～10の通りである。城壁

に囲まれた高密度都市であるとともに、その

中心には広場があり、この広場に教会と市庁

舎がある。街路は比較的整形で迷路性はほ

とんどない。さらにキリスト教が成立する

以前の地中海地域の都市の事例としてギリシ

ャのミレトス（BC5世紀）とイタリアのポン

ペイ（BC8世紀頃～BC62年）の平面図を示

す（図9、図10）。ミレトスは計画的に建設

図9　ミレトス平面図

写真10　シエナの広場

図8　シエナ地図

図10　ポンペイ平面図

図7　ドブロブニク市街図

写真8　ドブロブニク外観
　　　　

写真9　ドブロブニクスメ
　　　  インストリート
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された都市であり、ポンペイはローマの支配

以前から建設された都市であるが、非常によ

く似た構成となっている。もちろん城壁に囲

まれ、中心に広場（アゴラ）持っている。こ

の広場を囲んで神殿、フォラム（市場）、列

柱道路などが囲んでいる（図11参照）。街路

は整形で、ポンペイの主要街路では門がつい

ている。メルクリオ通りのカラゴリ門からは

ベスビオ火山が望め、風水的位置取りも考え

られていたと思われる（図12、写真11参照）。

教会、市庁舎はなくとも、この構成と形態は

キリスト教世界の都市構造によく残されてい

る。キリスト教世界では、政治・宗教ともリ

ーダー・支配層と市民というヒエラルキカル

な体制で運営されており、このことが基本的

都市構造を変えずに維持してきた要因である

ように思われる。ドイツ・ゴスラーのハーフ

チンバーの住居などで、上階に行くほど街路

側に張り出している建築を見てきた（写真12

参照）が、せいぜい街路上空を占拠するくら

いであり、キリスト教都市では住民は街路や

広場・神殿そのものを占拠して自己増殖する

というような活動はしてこなかったものと思

われる。この結果、キリスト教都市のほうが

古代からの計画的・自律的な都市構造をよく

残してきたと考えられる。

同じ古代都市をベースとしながら、人間と

しては平等・水平的であったイスラームと、

人間間にも上下関係を形成したキリスト教の

人間観の違いがその後の都市の姿の変容に現

れているのではないかと思われる。

5．モスク等の形態

ここでは中央アジア、ウズベキスタンのオ

アシス都市（ここは8世紀以降イスラーム建

築が多く建てられてきたところである）を含

め、イスラーム世界の建築形態、特に偶像崇

拝禁止の教えがもたらす美意識・表現形態に

ついて、モスクの形態を主な事例として述べ

図11　ポンペイ復元図

図12　カラゴリ門復元図 写真11　カラゴリ門現況写真

写真12　ゴスラーの張り出し建築
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てみたい。

その核心は幾何学的美学、色彩を含めたコ

ンポジションにあるものといえる。そのキー

ワードをあげるなら、①対称性、②フラクタ

ル、③比例、④対比、⑤リズム、⑥アーチ・

ドーム、⑦塔、⑧中庭、⑨レリーフ、⑩スタ

ラクタイト（蜂の巣構造）などであろう。①

～⑤は原理的なこと、⑥以下は具体的形態の

特徴である。神の世界、天国のイメージ、人

間を超える力を偶像なしに表現しようとする

とき、数学的な美学は非常に重要な役割を果

たす。左右対称な形、あるモチーフがスケー

ルを変えて立ち現れるフラクタルな繰り返し

や、その形の比例的な関係やリズムはそうし

たイメージを喚起する源泉になったものと思

われる。面を埋め尽くす複雑な図形、多角形

もまた空間を表現するモチーフとなる。特に

星形やスタラクタイトにつながる８角形など

は砂漠における夜空や洞窟のイメージと重な

ったことであろう。こうして形態とこれを装

飾するタイルなどが考案・作制される。

⑥のアーチ以下のキーワードは具体的な形

の特徴であるが、これは構法上の理由、機能

的な要求と重なって生み出されたものといえ

る。イスラームでは１日５回の礼拝が欠かせ

ない。この場となるモスクには大空間が必要

となり、特別な行事などさらに多くの人々を

集める時にはさらに大きな空間、中庭が必要

となる。また人間の声以外に礼拝の時間を知

らせる手段がなかった時代には高い場所、塔

が必要とされ、ミナレットが生み出された。

モスクの原型は、アンリ・スティアリン氏

によればムハンマドのメディナの住居にある

とされる。その平面は図13のようであり、イ

スラーム以前の神殿やシナゴーグに共通する

ものであるという。簡素ながら、現在のモス

クの要素のすべてを備えている。ここから権

力・富の蓄積とともに徐々に大規模なモス

クが作られていく。筆者の見てきた範囲で

は、スペイン、コルドバのメスキータ（785

年創建）、フェズのカラゥイン・モスク（9

世紀創建、10世紀に大改造）やウズベキスタ

ン、ブハラのカラーン・モスク（794年創建、

1514年再建）などが規模的にも年代的にも初

期の代表的なモスクであると思われる。（写

真13～16、図14～16参照）

ところで、モスクの建設者は国王などの支

配者である場合もあるが、一般的には地域の

有力者や庶民・コミュニティが資金を出し合

って建設されることが多いという。カラゥイ

ンモスクも、こうして作られたものの一つだ

という。ここには、教会組織を持たないイス

ラームの特徴であるとともに、信徒の増加・

富の蓄積に伴う増築がしばしば行われている。

キリスト教会のようなファサードを持たなか

ったため、増築は比較的容易だったといわれ

ている。

モスクの建築的特徴のうち、地域性がよく

出ているのがミナレットである。イラク式、

マグレブ式、ペルシャ式、トルコ式、エジプ

ト式などがあるとされ、それらにも時代や

図13　ムハンマド住居平面図
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地域によってバリエーションがある。モロッ

コ、マラケッシュのクトゥビアの塔、スペイ

ン、セビリアのヒラルダの塔はよく似たマグ

写真14　メスキータ内部

写真13　コルドバ・メスキータ

図15　カラウィン・モスク平面図

図14　メスキータ平面図

写真15　カラウィン・モ
　　　　 スク

写真16　カラウィン・モスクミ
　　　　　　フラーブ

図16　カラーンモスク平面図

写真17　カラーン・モスク
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レブ式として有名である（写真18参照）。ウ

ズベキスタンのモスクはおおむねペルシャ式

である（写真19参照）。トルコやその支配下

にあったサラエボではトルコ式のモスクが見

られる（写真20、21参照）。また、エジプト、

カイロのエル・アズハル・モスク（972年創

建）では複数の様式のミナレットが並存して

おり、増築のたびに異なる様式が付け加えら

れた姿を見ることができる（写真22参照）。

建築の内外を飾る装飾模様（テキスタイ

ル）、レリーフ、スタラクタイト（蜂の巣構

造）などは上記のように、神の世界、天国の

イメージの表現とも重なっており、砂漠地帯

では、緑の椰子や植物、動物、オアシス・泉、

さらに夜空の星などがモチーフになり、その

デフォルメやフラクタルな繰り返し構造によ

ってテキスタイルがつくられてきた。写真23

写真18　マラケシュ・クトゥビアの塔

写真22　エル・ハズバル・モスク

写真21　サラエボのモスク

写真20　イスタンブール、ブルーモスク

写真19　カラーン・モスク、ミナレット
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は15世紀に建設されたウズベキスタン、シャ

フリサーブスのドルツティロヴァット建築群

の壁面の模様であるが、樹木と植物がモチー

フになっているテキスタイルとフラクタルな

幾何学模様が見られる。写真24は17世紀に建

設されたブハラのアブドゥールアジズ・ハー

ン・メドレセのテキスタル、写真25は18世紀

に建設されたヒヴァのアミンハーン・メドレ

セのテキスタイルである。前者は花瓶に活け

られた花が幾何学的な模様とともに構成され、

後者では孔雀と花がモチーフとなる見事で流

麗なテキスタイルが作られている。コーラン

の文章がモチーフとなったものや幾何学的模

様だけのものもあるが、豊かで印象的な色彩

とともにイスラム芸術の一つの到達点を示し

ている。

この地域のテキスタイルの原型と見られる

のがブハラ郊外のイスマイール・サマニ廟で

ある。ここは9世紀末から10世紀にかけて建

設された中央アジア最古のイスラーム建築で

ある。偶然砂に埋もれて、チンギス・ハーン

たちの破壊から免れたという。この建物は簡

素な霊廟であるが、いくつもの形のレンガを

使い、積み方を工夫することによって、さま

写真25　アミンハーンメドレセ壁面のレリーフ

写真24　アブドゥールアジズ・ハーン・メドレセ・テキスタイル

写真23　シャフリサーブス、ドルツテイロヴァト
　　　　 建築群のテキスタイル

写真26　イスマイール・サマニ廟



6.　まとめ

本稿では、地中海地域の主にイスラーム世

界を中心にその都市と建築の構成・美意識に

ついてみてきたが、イスラームの持つ人間と

神、人間間の関係性が都市の構成や現在の姿

に大きくかかわっていることがわかる。人間

間の水平的な関係が、自己増殖的な発展とし

たたかでダイナミックな動きを支えているこ

とが推察された。また、イスラームの教えの

偶像崇拝の禁止という考え方が建築的、装飾

的美の構成にいかに深くかかわっているかと

いうことが知られた。単純なフラクタルでは

なく、さまざまなモチーフと色彩を組み合わ

せて神の世界、天国のイメージを膨らませ、

優雅で繊細な美を楽しんでいる姿が推察され

る。また、その展開には地域特性があり、そ

の地域ごとの個性があることが知られた。

こうした視点からさらに多くの地域を訪れ、

実物に触れながらさらにこの世界の美意識と

その表現形式について学んでいきたいと考え

ている。
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ざまなパターンを生み出している。その詳細

が写真27であるが、これを見るとその後のテ

キスタイルの源泉ともなっているように見え

る。上記のような洗練されたテキスタイルは

こうした努力から始まっているように見える。

ここは現在イスラームにとっての重要な聖地

の一つとなっている。

しかし、このような建築形態やテキスタイ

ルにも地域性ごと・時代ごとの違いが見られ

る。たとえば、モロッコとスペインには精緻

なレリーフと紡錘形のアーチを組み合わせた

テキスタイルが見られ、スペイン、グラナダ

のアルハンブラ宮殿はマグレブ様式の到達点

を示すといわれている（写真28、29参照）。

写真27　イスマイール・サマニ廟詳細

写真28　アルハンブラ宮殿
　　　　  の列柱群　　　　 

写真29　サファード王朝廟
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環境条約と科学諮問機関の役割
～生物多様性条約とワシントン条約（CITES）の事例から～
Roles of scientific advisory institute in environmental treaty-Comparative 
review from the experiences of the Convention on Biological Diversity and the 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora (CITES)

名古屋市立大学大学院　経済学研究科准教授
 香坂　玲
 Ryo    Kohsaka

（財）国際開発高等教育機構　（FASID）
 簑原　茜
 Akane Minohara

要旨

近年、環境条約の実施局面（Implementation 

phase）において、科学と政策のインターフ

ェース（Science―Policy Interface）が重要

な役割を果たすという認識が、国際社会で広

がっている。気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）など、科学が国際条約と連携して

果たす役割の大きさに注目が集まっている。

実際の政策と科学のインターフェースは、環

境条約によって様々で、統一された形式が確

立されているわけではない。

本稿では、科学―政策インターフェー

スの特性に焦点を当てて、生物多様性条

約（Convention on Biological Diversity―

CBD）と絶滅のおそれのある野生動植物の

種の国際取引に関する条約（Convention on 

International Trade in Endangered Species 

of Wild Fauna and Flora―CITES）、通称

ワシントン条約の比較を行なう。野生動物や

生態系に関わりの深い二条約だが、科学‐政

策のインターフェースの組織構造やプロセス

には相違がある。本稿では、CBDとCITES

の科学諮問機関の役割に焦点を当て、どのよ

うな相違があるかを検証する。

1．はじめに

環境条約の特色を概観していく上で、その

目的、経緯、締約国などの他に、科学者から

のインプットをどのようにプロセスのなかに

取り込んでいるかという点が、その実施局面

や対応を考える上で重要な要素となってきた。

本稿では、地球規模で生物多様性に関わる

生物多様性条約と絶滅のおそれのある野生動

植物の種の国際取引に関する条約通称ワシン

トン条約の２条約について、科学―政策のプ

ロセスの比較を通じて、科学―政策プロセス

の特色を明らかにする。同時に、各プロセス

での次期締約国会議（COP）を念頭に、改

善のための示唆を行なう。既存研究では、他

条約との比較において、相対的な成功例とし

て国連気候変動枠組条約（UNFCCC）などと

の比較が行なわれることが多い（蟹江, 2004; 

Koetz et al., 2008）。本研究では、生態系や

野生動植物を対象にしながら、実施面での違

いを見るためにCBDとCITESとの比較を中

心とする。
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まずCBDでは、生物多様性条約内での科

学諮問機関の条約目的の達成に向けた提言な

どの歩みが遅く、自国の国益を優先した思惑

による発言が頻発し、科学者が積極的に十分

な役割を果たしてないのではないかという

不満が根強いと指摘されている(Koetz et al. 

2008)。

一方のCITESにおいても、自国の国益や

貿易の思惑とその影響は指摘されているが、

他方その実効性の高さを評価する既存研究も

ある。その要因として、多数の科学者を含む

非政府組織（NGO）の実施局面での役割や

不遵守に対する対応などが挙げられている。

このように実施局面での科学者の役割につ

いては評価が分かれる２条約だが、評価が分

かれるのはどのような要因が働いているかを、

各プロセスを概観した上で議論を行なってい

く。

科学と環境問題

環境社会学では、科学的な現象の発見のみ

では環境問題とならず、報道機関によって取

り上げられることで、「問題」として社会的

に構築され、認められるには、科学者などが

知識を普及させる必要があると指摘されてい

る(Hannigan, 1995)。例えば、酸性雨という

現象自体は19世紀半ばには発見されているが、

国際的な問題として認識され始めたのは、報

道等を通じた科学者による普及活動が本格化

する1970年代以降のことである（歴史的経緯

については香坂(2006)を参照のこと）。

　このように、環境問題と科学の関係は密接

ではあるが、科学がある現象を特定すれば、

すぐにそれが環境問題として構築され、社会

に広く波及するという単線的なプロセスでは

ない。むしろ、科学的な特定に加えて、報道、

世論、懸け橋として知識を普及する科学者の

存在など、社会の側の様々な要素が多層的に

重なって環境問題が成立することが多い。

　さて、生物多様性や絶滅危惧種の場合は、

科学はどのような役割を果たしたのであろう

か。まず、問題の特定で大きな役割を果た

した。科学者は、絶滅危惧種の存在を指摘

し、熱帯雨林等が多くの生物種にとっての生

息域であり、その破壊が進んでいることなど

を明示してきた。歴史的な記述からも、二つ

の条約の成立過程で既に国際自然保護連合

（IUCN）などの科学者が主要な役割を果た

していたことが示されている（阪口, 2006；

McGraw, 2002）。

次に実施局面では、モニタリングや新規課

題の特定に科学者が一定の役割を果たしたの

は確かであるが、条約や議題、領域ごとにそ

の評価は分かれる。CITESでは、科学者や、

IUCN、TRAFFIC、UNEP世界動植物保全

監視センター(United Nations Environrmnet 

P r o g r a m m e ― W o r l d  C o n s e r v a t i o n 

Monitoring Centre, 以下UNEP-WCMC) など

の非政府組織が中心となって、実施局面の

監査を行なっている（阪口, 2006）。一方の

CBDでは、条約の実施局面で科学が果たし

ている役割に改善の余地が指摘されている 

（Koetz, 2008; Kohsaka, 2008; Siebenhüner, 

2007）。

　

科学―政策インターフェースとは？

科学―政策インターフェース（Science―

Policy Interface）とは、意志決定を意義あ

るものにする目的で、情報を交換し、共に進

化し、共同で知識を構築できるような科学
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者と他のアクターの関係を可能にしていく

社会的プロセスと定義されている（van den 

Hove, 2007:807; Koetz et al 2008; 506）。

変化が不可避で、時には科学的な予測が

難しい、生態系を巡る管理については、昨

今、エコシステム・マネジメント、エコシス

テム・アプローチにおいて、専門家主導の計

画や厳密な管理に基づいた手法よりも、住民

参加や組織変革を通じた柔軟で順応的生態管

理が重要であるという認識が広がってきた

（Shepherd, 2008: 15）。それに対して、絶

滅のおそれのある種の保護を目的としている

CITESは、その目的達成の手段は国際取引

の禁止、もしくは制限に限られており、同じ

論理では論ずることができない。

生物多様性の領域では政策―科学の関係性

は、幅広い領域に及ぶ。後述するように、生

物多様性条約（CBD）の科学プロセスであ

る科学技術助言補助機関(SBSTTA：実際に

は「機関」というより会議)のように地球規

模のものもあれば、バルト海洋環境保護委

員会（HELCOM）のような地域レベルのプ

ロセス、国の特別委員会のような国レベルの

ものまで、対象とする地域レベルは多様化

している。対象も、CBDは遺伝子から生態

系まで幅広いが、CITESは種に特化してい

る（表１参照）。その国際・国内の条約や政

策のプロセスで、科学は新問題の発見（地球

温暖化による生物多様性への影響など）、傾

向や変化の要因の特定（生息地の変化）、政

策の立案（戦略の策定など）、実施局面での

アセスメント・モニタリング（絶滅危惧種な

ど）など、多岐にわたる。プロセスも組織化

されたもの、より柔軟で自主的なものが混在

し、専門家主導、参加型のものなど多様であ

る。実際には、地域スケールや、実施の各局

面（もしくは各段階）でも、厳密に区分がで

きるわけではなく、お互いに入り組んだ形に

なっている。

政策策定における科学的知識の役割

政策の形成、決定、実施、評価の政策過程

において、「目に見えにくい」地球環境問題

を「見えやすく」するために科学的知識が担

う役割は大きい（蟹江、2004、p.81）。さら

に、1972年の国連人間環境会議以降、環境問

題に関する議論への発展途上国の幅広い参加

とコミットメントを促す上で、環境問題は

経済開発と併せて考えなければならないと

いう認識の下、科学的説得力の重要性がよ

り増大した（ibid.）。このような状況下、共

通の科学的理解を促進し、政策策定に科学

的根拠を組み込むため、科学者と政治家に

よって共有される「合意的知識（consensual 

knowledge）」や価値観、因果関係を共有

する専門家集団、いわゆる「知識共同体

（epistemic community）」の役割が国際的

なレジーム調整およびその政策調整に大き

な影響を与えると指摘されている（United 

Nations University, 1999；毛利、1999；蟹

江、2004）。IPCCという知識共同体の科

学者による科学的見地に基づく政策提言が、

UNFCCCを中心とした気候変動レジームの

形成に貢献しているといった成功例が見られ

る一方で、国際環境条約における科学的知見

の役割が極めて限られたものであるという

指摘も存在している（サスカインド、1996）。

例えばガレス・ポーターらが言及するところ

では、科学的知見は、生物多様性条約等にお

いては問題の認識や交渉過程の促進などの
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過程で重要な役割を果たしたものの、捕鯨や

アフリカゾウの取引などの条約形成交渉では

主要な関心事ではなかった（ポーター et al.、

1998）。

2．生物多様性条約とワシントン条約の比較

CBDとCITESの概要を以下の表にまとめ

た。順に、発効年、条約の特質、加盟国数、

対象、科学機関名称、及び次期ＣＯＰの開催

時期について説明されている。

両条約ともに対象地域は、欧州やアジア

などに限定せず、グローバルである。ま

た、両条約の事務局は、いずれも国連環境計

画(UNEP)の傘下にある。これは、事務局が

UNEPの傘下にないUNFCCCなどと異なる。

発効年はCBDが1993年、CITESが1975年

で、加盟国はCBDが193（欧州委員会[EC]を

含む）、CITESが175カ国となっている。後

述するように、CBDは枠組条約であるのに

対し、CITESは附属書によって国際取引を

規定している。CBDの対象は、遺伝子、種、

生態系の全てのレベルを網羅しているのに

対し、CITESの場合はほとんどが種に限定

されている。両条約を比較する前提として、

CBDの締約国会議のほうが、参加国数も、

議論すべき項目数も多いという点を鑑みる必

要がある。

CITESは、種単位での保全が基盤となっ

CBD CITES

発効年 1993 1975

加盟国数 192カ国　＋EC 175カ国

対象 生態系、種、遺伝子 種
条約の特質 枠組み条約 附属書（附属書に掲げられ

ている種の国際取引の許可
制度）

科学機関名称 SBSTTA 動物委員会/植物委員会

次期COP COP10（2010年10月　
日本愛知県名古屋市開催）

COP15（2010年3月カタール 
ドーハで開催） 

ているため、例えば、アフリカゾウの国際

取引禁止によって、一部のアフリカ諸国で

はアフリカゾウの個体数の著しい増加が見

られ、それによって生態系全体への影響が

懸念されるという現象も起きている。しか

し、2007年にオランダのハーグで開催され

たCOP14で採択された“CITES Strategic 

Vision 2008-2013”においては、「持続可能

な取引」に留まらず、より広義での生物多様

性の保全や、ミレニアム開発目標等に言及し

て、持続可能な開発との関連性も強調されて

いる。

　さて、CBDもCITESも、条約の特色から

見て、いわゆる包括的な条約のカテゴリーに

含まれるが、CBDが精確に定義された義務

というよりも、その規定の大半が全体的な目

[表１]  CBDとCITESの概要
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標として示されている点で枠組み条約として

捉えられるのに対し、CITESは異なり、本

文と「附属書」から構成される（Birnie and 

Boyle, 2002: 648）。枠組み条約は、条約の

目的や一般的義務等について規定し、詳細な

義務や規制内容は事後に開かれる締約国会議

で締結される「議定書」において定める方式

をいう（McGraw, 2002；香坂・本田, 2009）。

従って、CBDの条文は、一般的な政策目標

としての特徴しか有しておらず、具体的な内

容の実施は各締約国の裁量に大きく任されて

いる。一方のCITESは枠組み条約ではない。

CITESは本文と「附属書」から構成され、

後に詳述するように、取引の規制や禁止によ

って守られるべき動植物の種のリストである

附属書は条約本体と不可分であり、「議定

書」とはその性質が異なる。CITESは、不

遵守に制裁を科し、各締約国に法的措置を取

ることを要求しており、最も有効な規制構造

を有している条約の一つであると高い評価を

受けている一方で、附属書への掲載に異議を

唱える締約国には、COPにおける決議を留

保する権利が認められているなどの弱点も指

摘されている（Birnie and Boyle, 2002）。

　最後に科学機関について述べると、条文25

条でCBDはSBSTTAの恒常的な設置が定め

られている。CITESでは、COP11以降、動

物・植物委員会の両委員会が設置されている

（Conf. 11.1 (Rev. CoP14)）。以下、3におい

て、両条約の科学‐政策のインタフェースに

ついて検討を行なう。

3．科学―政策インターフェースと生物多様

性条約とワシントン条約

3.1　生物多様性条約の科学諮問機関の事例

3.1.1概要

1992年の採択以来、生物多様性条約では以

下の三目的が掲げられている（条文の第１

条）：

（1） 地球上の多様な生物をその生息環境

とともに保全すること

（2） 生物資源を持続可能であるように利

用すること

（3） 遺伝資源の利用から生ずる利益を公

正かつ衡平に配分すること

このように利益の配分（第三番目の目的）、

バイオテクノロジーの取り扱い（カルタヘナ

議定書）、先住民の伝統的知識の尊重など、

環境だけではなく、経済・貿易に関わる問題

をも対象としている。

生物多様性条約の議題は非常に広範である

ため、テーマ別領域と各テーマ領域に共通す

る横断的テーマ領域（cross-cutting issues）

に分かれて、議論が行なわれる。

テーマ別領域としては、海洋・沿岸域、森

林、内陸水、農業、乾燥地及び半湿潤地、山

岳、島嶼があり、それぞれ作業計画が存在す

る。横断的テーマ領域には、気候変動、侵略

的外来種、エコシステムアプローチ、保護地

域、伝統的知識（8j項）など17項目が存在す

る。

テーマ別領域は全てが科学的な議題として、

SBSTTAで議論される。一方、横断的テー

マは、なかには侵略的外来種、気候変動な

どSBSTTAで議論される課題もあるが、貿

易・経済・遺伝資源の利用を巡る利益配分な

どの経済・法律的な議題は、専門家会合、作
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業部会などからSBSTTAを経ずに直接COP

で議論される。

さて、科学的な議論は、基本的にアド

ホック技術専門家グループ（AHTEG: Ad 

Hoc Technical Expert Group）、SBSTTA、

COPという順番のプロセスを経ることが多

い。 AHTEGは、SBSTTAのような恒常的

な機関ではなく、設置期間と任務が決議で限

定されている特別委員会の一種である。

AHTEGなどの専門家会合はテーマごとに

開催頻度の差があり、森林は過去に5‐6回の

AHTEGを開催しているのに対し、農業は開

催されたことがない。主な任務は、作業計画

を中心に、前回のSBSTTAから要請された

内容の策定や検討である。

3.1.2　課題

条約内での科学諮問機関とは別に、複数の

科学者のプロセスが歩み寄り、新しく「生物

多様性と生態系サービスに関する政府間パネ

ル（またはプラットフォーム）」（IPBES）

を設立する動きが出ており、生物多様性版

IPCCなどとして注目を集めている（UNEP, 

2008）。政府間パネルの設置の背景には、生

物多様性条約内での科学諮問機関では、科学

者がより積極的な役割を果たせるのではない

かという意向を受け、既存の国際科学専門家

機構（IMoSEB）やミレニアム生態系評価の

フォローアップの整合性を図りながら、科学

―政策のインタフェーズを改善していく意図

があった。

具体的な作業では、透明性と公正性を担保

するために、文書はオンラインで専門家の意

見募集（ピア・レビュー）を経るプロセスを

取っており、「IPBES設立のギャップ分析に

関する草案文書」と題された文書が公表され、

2009年5月15日までコメントが募集されてい

た（UNEP, 2009）。報告書の主要な項目は、

①埋めるべきギャップ、②政策補助過程での

科学者・科学の使用、③政策に情報を提供す

べき知識のアセスメント、④科学の新規懸念

事項、⑤政策立案者への接触、⑥能力開発・

訓練の必要性などとなっている。今後は、寄

せられた意見や指摘を踏まえながら、2009年

10月5日から9日までの期間で開催される国連

環境計画の会合で議論が行なわれた。

次に、テーマ別の領域と分野横断的な領域

のリンクにも、なかなか横断的とはなりにく

い要因があると指摘されている。例として、

生物多様性条約の原則である生態系アプロー

チ（Ecosystem Approach：以下EA）を取

り上げる。「生態系を基準とした管理方策」

（Ecosystem-based management）や生態系

管理（Ecosystem management）の学術的な

概念の整理については、北米の事例を中心と

した森（2009）に詳しい。

SBSTTAでの議論を見ると、発展途上国

の参加者を中心に、指数、基準に対しては否

定的な反応が多かった。「実行しながら順応

（Learning by doing）」という言葉が繰り

返し用いられ、フレキシブルなフレームワー

クが必要という主張が強い。その主張を要約

すると、「EAのための基準と指標の発展は、

揺籃期にある。このような要求に的を絞るこ

とは、現段階での更なる適用の妨げとなり、

実行しながら学習するという方式を通じて

適切なツールやメカニズムの開発し、（EA

を）広範囲に適用していくという、より切迫

した要求への注意を逸らしてしまう。」とな

る(IISD, 2007及び発言記録)。事務局サイド
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が作成した原案(SBCD [2007a])が、科学者に

よるSBSTTAでの議論を経て大きく変更さ

れている(SCBD[2007b])。例えば、指数や基

準といった表現が後退し、共通した進捗状況

を把握することには慎重な国の意向が反映さ

れている。背景には、自国の法体系、政治体

制などガバナンスの議論と生態系の議論がリ

ンクして、自国の主権や資源をどのように使

うのかということに制限が加わることを嫌う、

条約全般でも指摘されている発展途上国側の

警戒心が読み取れる(Mcgraw, 2002;  Koetz, 

2008）。

また条約事務局の体制のなかでも、人数や

予算の制約上、森林、内陸水などテーマ領域

の担当者がEAを兼任することが慣例となっ

ているため、EAがすべてのテーマ領域を横

断することが現実的には難しく、担当者の専

門分野やネットワークのなかで実施されてい

るのが現実である。

3.2　ワシントン条約の科学諮問機関の事例

3.2.1　概要

通 称 ワ シ ン ト ン 条 約 の 名 で 知 ら れ る

CITESは、1973年に採択、1975年に発効

し、2009年3月現在、175か国が加盟している。

CITESの目的は、絶滅のおそれのある野生

動植物を、その国際取引の制限、監視によ

って保護することにある。CITESによって、

概ね5,000の動物種と29,000の植物種が保護さ

れており、絶滅の危惧の度合いによって、次

のとおり、附属書I、II、IIIに分類されてい

る。

①附属書I：絶滅のおそれのある種。商業目

的のための取引は禁止され、学術目的の場

合には、輸出許可証および輸入許可証の両

方が必要。

②附属書II：現在必ずしも絶滅のおそれはな

いが、取引を規制しなければ絶滅のおそれ

のある種となる可能性があるもの。商業目

的の取引も可能であるが、輸出入について

は輸出国の輸出許可証または証明書が必要。

③附属書III：いずれかの締約国が自国の管

轄内で規制を行う必要から、他の締約国の

協力を要すると認める種。

2～3年に一度、締約国会議（COP）が開

催され、締約国に加え、非締約国や国連機関、

政府間組織（IGO）、非政府組織（NGO）

や他の関連条約事務局なども、議決権はな

いものの、オブザーバーとして参加が許さ

れ、会議における発言権は認められている。

COPには「第一委員会（Committee I）」と

「第二委員会（Committee II）」があり、前

者が付属書修正提案に関して生物学的側面か

ら検討を行ない、後者が主に取引に関する問

題を担当している（阪口、2006）。附属書I

及びIIへの新たな種の掲載や、格上げあるい

は格下げを提案する場合は、各締約国が、個

体数や取引に関して、科学的、技術的根拠に

基づいたデータをCOPに提出し、その会議

に参加している全締約国の3分の2以上の票を

得なければならない。

COPの下には、CITES事務局に政策

指針を与えることを目的に、常設委員会

（Standing Committee）が設置されてお

り、科学委員会として動物委員会（Animals 

C o m m i t t e e ） と 植 物 委 員 会 （ P l a n t s 

Committee）が置かれ（Conf. 11.1/Rev. 

COP14 - 以下APC）、これがCBDでいう

SBSTTAに該当する（図２参照）。

APCは、CITESの附属書に掲載されてい
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る種に関して、その国際的取引に関する規制

を決める際に、生物学的及びその他専門的

知識のギャップを埋めることを目的に1987年

に設立された。各COPの間に動物･植物の各

委員会がそれぞれ二度開催されるほか、両

者の合同会議ももたれている。APCの委員

はCOPにおいて選出され、6つの地理的区分

（アフリカ、アジア、ヨーロッパ、北米、中

南米及びカリビアン、オセアニア）をそれぞ

れ代表する10名程度の有識者と、命名に関す

る専門家（nomenclature specialist）1名から

構成されている。APCでは、主要なアジェ

ンダに対してAPC委員の他、締約国、IGO及

びNGOから成る作業部会（working group）

が設置され、委員会の期間を通じて踏み込ん

だ議論が行われるが、APCは作業部会によ

る提案を採択する義務は負わない。APCの

任務として、動植物の国際取引に関するあら

ゆる事項について、COPや委員会および事

務局等への勧告、大量取引の対象となってい

る種の生物学的情報の評価、附属書の定期的

見直し、決議案の作成等が挙げられる（金子、

2005）。APC以外にも、専門家による作業

部会等が設けられ、次期COPに向けての議

論がなされている。

一 方 、 各 締 約 国 に は 「 管 理 当 局

（Management Authority)」と「科学当局

（Scientific Authority）」の設置が義務付け

られており（本文第9条）、日本の場合、前

者を経済産業省、後者を環境省並びに農林水

産省が担当している。附属書I及びIIに掲載

されている種の取引に関しては、輸出国の科

学当局が、取引によって対象となる「種の存

続が脅かされることとならないと助言（non-

detriment findings）」した場合のみ許可さ

れる（本文第3条、第4条）。つまり現状では、

各輸出国が、個体数の状況や分布、捕獲や取

引に関する情報に基づいて独自の判断を下す

わけであるが、このことは、後述するように、

科学‐政策インターフェースの観点からも多

くの問題を孕んでいる。

このように、CITESのレジーム形成その

ものや政策立案（i.e. 種のCITES付属書への

掲載や、既に掲載されている種の格上げ、格

下げ）に関しては、締約国政府や（政府と繋

がりを持つ）科学者の意向が大きく反映され

るような仕組みになっている。しかし、政

策決定のもととなるデータ収集などの調査

[図2]  CITESの構成
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や条約履行状況のモニタリングは、それぞ

れの対象種を専門とする科学者や、IUCN、

TRAFFIC、UNEP-WCMCなどのIGOや

NGOに依るところが大きい（阪口、2006）。

環境条約は、その特徴の一つとして「非

国家主体への開放性」が挙げられているが、

CITESでは上記の機関をはじめ、非政府組

織の影響力が政策策定過程で特に顕著に反映

されている（西井、2005）。BirnieとBoyle

（2002: p.714）は、全てのゾウを、一時的で

はあるが、附属書Iに掲げることに成功した

背景には、NGOの圧力があったと言及して

いる。特にIUCNは、CITESの条約案起草の

際の中心的役割を担っており、1984年11月に

CITES事務局がUNEPによって直接運営され

るに至るまでは、IUCNが暫定的に事務局の

役割も担っていた。IUCNは、現在もCITES

の技術顧問を務めており、附属書の格上げ、

格下げに大きな影響力を持っている（吉田、

2005）。現在は独立した野生生物の国際取

引の監視機関であるTRAFICも、元々IUCN-

SSCの専門家グループとしてスタートしたも

のである（ibid.）。

3.2.2……CITESの課題

1）運用上の課題

上述したように、CITESの規制構造は一

般的に高く評価されている。例えば、イタリ

アとタイは両国とも条約加盟国でありながら、

条約の規定を担保する国内法の整備をしなか

ったことから違法取引が相次いだ。このため、

常設委員会は全締約国に対して両国との取引

の全面停止を勧告し、この措置に対し両国は、

その翌年に法制度を導入し、停止勧告は撤回

された（金子、2005）。しかし、締約国が附

属書の掲載に異議を唱える場合、COPでの

決議に対して留保の権利を認めているように、

未だ「抜け道」も存在している（Birnie and 

Boyle, 2002: 716）。

2）科学的合意

先述したように、附属書I及びIIに掲載さ

れている種の取引を許可するか否かは、現

在、輸出国の科学当局の裁量に委ねられて

いる。この「存続等を害することにならな

い」（non-detriment findings - NDFs）」

の判断をめぐっては、インドネシアの科学

当局が定めたジンコウ属（Aquilaria属およ

びGyrinops属）の輸出割当に対して一部科

学者が異議を唱えた例にも見られるように、

「科学者コミュニティ」の中でも確執が生じ

ている（IISD, 2009a）。このような状況に

対してCITES事務局は、NDFsの判断を「最

善の利用可能な科学情報（best available 

scientific information）」に基づいて行なう

べきだとしているが、人的、技術的、財政的

に制限されている途上国の能力強化に貢献す

るとの声がある一方で、一部の締約国からは

国家主権の侵害であるとの根強い批判もある

（IISD, 2009a, 2009b）。効果的な科学 – 政

策インターフェーズの実現のためには、科学

の不確実性の完全な除去は不可能であるとは

いえ、その信憑性の追及は非常に重要であり、

NDFsをめぐっての議論は次期のCoP15で

も主要な争点になると見られている（IISD, 

2009a）。

3）限定的な手段

野生動植物の国際取引は、野生動物の個体

数の減少の一因に過ぎず、生息環境の破壊

や外来種との競合など、CITESの範囲外の

要因も種の減少に深く関与していることか
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ら、CITES下の禁輸の有効性について、生

物種保護への応答として「余りに小さく遅す

ぎる」という批判や、禁輸が却って保全に対

する経済的インセンティブを削ぐ一方、違法

な取引や密猟をさらに増やすことになりか

ねないといった懸念も根強く存在する（エ

リオット、2001；金子、2005）。CITESは、

1960年代にIUCNが野生生物への主要な脅威

として違法取引を指摘し、その規制を訴えた

ことからスタートしているが、2005年のミレ

ニアム生態系評価（Millennium Ecosystem 

Assessment）では、人間活動に起因する生

物多様性の喪失の最大の原因として生息地の

改変（habitat change）を指摘し、その他外

来種や搾取（exploitation）を主な原因とし

て挙げており、違法取引は今や数ある要因の

中の一つに過ぎない。これらの複数の原因に

CBDは多様な手段をもって対処しようとし

ているのに対し、国際取引の規制一辺倒の

CITESは限界があるといえる。

4）政治的思惑

他の国際環境条約についても同様であるが、

CITESを取り巻く議論に関しては特に、純

粋に科学的な議論に終始しないという指摘

が数多くなされている（Barbier et al., 1990; 

Dickson, 2003; Mulder and Coppolillo, 2005; 

阪口, 2006）。先の第24回動物委員会にお

いても、科学の不確実性と互いに相反する

国益を背景に、いかに科学と政治のバラン

スをとっていくかという難題が浮き彫りと

なった（IISD, 2009a）。とりわけ、ゾウや

サイ、クジラといったいわゆる「カリスマ

的」な動物に保護努力が集中し、同様に絶

滅の危機に瀕している他の種が除外されて

いるという根強い批判が目立つ（Swanson, 

1999; Dickson, 2003）。さらに、価値判断に

よる差異化に加え、中南米のマホガニー種

（Swietenia spp.）など、商業的に価値があ

る種が十分に保護されていないという現実

もある（Gullison et al., 2000）。このように、

CITESに係る審議プロセスは、科学的根拠

に加えて、各締約国の政治的意図、そして他

の様々な社会的、経済的、倫理的要因が複

雑に絡み合っている。阪口（2006）によれば、

COP７で全てのアフリカゾウが附属書Iに掲

載されて以降、科学的知識に大きな変化がな

かったにも関わらず、COP10において南部

アフリカの一部の個体が附属書IIに格下げさ

れたことが象徴的であるよう、CITESにお

ける政策決定は、単に科学的知識や専門家の

勧告に基づいたものではなく、各国の利益や

パワーといった、地球環境レジームを構成す

る他の要素も深く関係している。

4.…まとめ　二条約の科学的プロセスの相違と課題

以上、CBDとCITESの科学‐政策のイン

ターフェースについて概観をした。CBDの

プロセスに対して、学術論文では、そのスピ

ードの遅さと議題の多さに、批判的な文献

が多かった。ただし、現在IPBESプロセスが

UNEPの主導で進められており、今後の展開

として、科学者がどのように政策立案者にア

プローチをし、その対話をより効果的なもの

にしていくのかという議論が行なわれている。

気候変動枠組条約に関連する機関では、「気

候変動に関する政府間パネル（IPCC)」が存

在し、役割として科学のアセスメントについ

ての情報提供をしている（厳密には政策的な

決定や提言は行っていない）。IPBESも同様

の機能を果たす機関としての設立の必要性を
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要求する国々の意向を踏まえ、議論が進めら

れている。現在、政策と科学との連携強化の

ためのメカニズムについて議論を深めていく

などが議題として話し合われている。

一方のCITESは、環境条約のなかでは実

施局面のモニタリングでNGOが主要な役割

を果たしていることなどを積極的に評価する

文献もあるが、その一方で、今後の改善の

余地として科学‐政策のインターフェース

の問題が同様に指摘されている。これまで

IUCNの専門家グループを中心とした科学者

が、科学的知見によって絶滅のおそれがある

と判断した種に対し、附属書への掲載、若

しくは格上げ、格下げを提案し、それを政

策に反映させることで、違法取引による絶

滅の脅威を阻止しようと試みてきた。しか

し、CITESレジームにおいてIGOやNGOの

科学者の影響力は顕著である一方、実際の決

定権は各締約国に依存しており、科学と政策

のインターフェースの課題となっている。欧

州を中心にIGOやNGOを代表団にいれる国

も少数ながら、存在する。科学者による見

解は、政策策定プロセスにおいて各国の政

治的利害のふるいにかけられ、現状として

必ずしも政策に反映されているとはいえな

い。それに加え、附属書掲載による国際取

引の禁止及び規制は、バランスの取れた種

の保全や持続可能な利用を推進していく上

で、手段としては限界がある。これについて

は、2008年 – 2013年の戦略ビジョンにおい

ても、他の関連機関との連携促進が謳われて

おり、具体的には2010年生物多様性指標パー

トナーシップ（2010 Biodiversity Indicators 

Partnership）やIPBESなどが挙げられてい

る（PC18 Doc. 7.1, AC24 Doc.6）。CBDと

の連携については、CITESの植物委員会が

世界植物保全戦略 (the Global Strategy for 

Plant Conservation :GSPC) に今後積極的に

関与していくことが先のCOP14会合で決め

られ (PC18 Doc.7.2)、他にもFAOやITTOと

の連携強化も前回のCOP14で話し合われた 

(CoP14 Doc.18.1, Doc.18.2)。このように、各

関係機関との連携体制を築いていくととも

に、阪口（2006）が主張するよう、政策決定

者への科学的知識の媒介がよりスムーズに行

われるようなより効果的なレジーム作りを今

後検討していかなければならない。2010年の

CBDのCOP10は、愛知県名古屋市での開催

が決まっており、日本の議長国としての政治

的な手腕と同時に、日本の学術界の取組みと

インターフェースを改善していく貢献ももと

められている。
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 宇土　泰寛
 Yasuhiro Uto 

はじめに
1984年早春に、ニューヨーク日本学校に赴

任し、海外で学ぶ日本の子どもたちは何を学

び、何を習得しているのか、そして、アメリ

カではどのような教育が行われているのか、

多くの関心をもち、数多くの現地校を訪問し

た。そこでは、ＥＳＬ（English as a second 

language）のクラスと普通クラスへ案内さ

れ、異文化の中で生活し、学ぶ子どもたちの

姿を見ることができた。そして、言葉の習得

があれば、適応がすべてできるというのでは

なく、その教室の受け入れる雰囲気、教師の

眼差しなど、多くの要因が複合的に重なりな

がら、適応はなされていることがわかった。

また、ニューヨークのマンハッタンの古本屋

で、ニューヨークの先生方が、英語を話せな

い子どもたちが増えて困っているという資

料を見つけた。なんと100年前のことである。

現在、日本では、外国人児童生徒への対応で、

多くの学校が試行錯誤しているのが現状であ

る。しかし、目を世界に向けてみると、この

100年間に、多くの研究と実践がなされてき

ているのである。

多くの人々が国境を越え、移動するグロー

バル化時代、世界の教育はどのような方向を

目指しているのか、日本の教育の在り方はど

のようにあるべきか、日本に帰国してからの

教育実践、①宇宙船地球号プログラム　②教

室の周縁からの取り組み　③緊急支援への取

り組み　④地球子ども教室　⑤サンライト物

語　⑥学級崩壊の危機から地球を物語る教室

へ　⑦地球子ども博物館　⑧日本とブルキナ

ファソとのテレビ会議による「地球授業」な

どの中から、子どもたちと共に創った教室づ

くりの実践を物語りながら、多文化共生と学

びの空間づくりを提案したい。

Ⅰ．グローバル化時代と社会

１．地球時代の到来

グローバル化の進展により、モノ・カネ・

情報、そして、人が国境を越えて、地球規模

で行き交う地球時代に入ってきた。その人の

移動も、1980年代のキーワードである「国際

化」時代よりも、多様なアクターが増え、グ

ローバル化が日本国内にも浸透し、多文化化、

多民族化が進んできている。まさに「移動性

と多様性」に象徴されるグローバル化社会の

具現化といえる。さらに、人々にも、交通網

の発達、宇宙からの地球映像、地球環境問題

などを通して、「地球意識」が芽生え、広が

り始めている。

そして、グローバル化に対応するために、

「グローバル化時代を生きる子どもたちと世界の教育動向」
～地球的視点をもった多文化共生の教室づくり～

 Children living in a globalising world and the trends in their education  　      
ー Organising multicultural classes with a global perspectiveー  　      
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いろいろな分野で改革が試みられてきた。そ

の典型例が、市場原理と競争主義の導入であ

り、経済関係だけではなく、教育分野にまで

及んでいる。この市場原理の導入は、教育の

場では、教師間、学校間、そして子ども同士

の人間関係まで分断する事態になってしまっ

ている。

そこで、教育のグローバル化への対応は、

果たして経済的な論理でいいのか、グローバ

ル化の実態を調べてみると、文化的グローバ

ル化の側面や環境的グローバル化の側面があ

ることがわかった。文化的グローバル化では、

ハイブリッド性と多文化共生がキーワードに

なるのである。人が移動しあい、多文化化し

ていくのであるから、教育分野でのグローバ

ル化への対応は、市場原理や競争主義ではな

く、文化的グローバル化の側面からとらえ、

多文化共生を目指す必要があるといえる。

２．グローバル化と移民

グローバル化への歴史的背景をみてみると、

様々な説があり、大航海時代に始まったとい

う考え方もある。しかし、人の移動に焦点を

当ててみると、19世紀から20世紀にかけて大

規模な人の移動がみられた。特に、アメリカ

合衆国への移民の動きをみてみると、アメリ

カ社会の基盤となったＷＡＳＰ（ﾜｽﾌﾟ）を形

成したアングロサクソン系の移民、そして、

西欧・北欧からの移民、南北戦争後の南欧・

東欧の「新移民」の増加、中国や日本からの

移民など、さらに、近年のヒスパニックと呼

ばれる南米からの移民の急増など、これから

の日本の多文化化、多民族化の様相を考える

においても、様々な課題を先取りし、顕在化

しているといえる。まさに100年前のニュー

ヨークの教師の事例は、このことを如実に示

しているのである。

日本では、現在、東海エリアには、南米か

らの日系ブラジル人の集住化がみられ、多く

の公立学校が、多文化状況に対応することが

求められている。しかし、日本の子どもたち

はもちろん、ブラジルから来た子どもたちも、

幼い時期に来日したり、日本で生まれたりし

た子どもたちの増加によって、自らのアイデ

ンティティもわからないまま大きくなってき

ている現状がある。そこで、移民を扱った学

習もはじまってきた。特に、ブラジル移民

100周年であった2008年は、マスコミでも数

多く取り上げられ、笠戸丸をはじめ、多くの

映像が流された。

海外出稼ぎの始まり　　

　1885年（明治18年）

　　第1回「ハワイ官約移民」横浜を出港

定住移民の始まり

　1908年（明治41年）

　　第1回ブラジル移民船 笠戸丸 781名　

　　　乗せて出港

戦後移住の始まり

　1952年（昭和27年）　

　　日本人の海外移住が再開

Ⅱ．グローバル化時代の教育

１．異文化間を移動する子どもたち

（１）異文化間移動によって必然的に起

　　　 きる課題

異文化間を移動する子どもたちは、自分が

育った社会の言語・価値観・身体技能・生活

習慣・文化などを社会化のエイジェントを通

して習得しており、異なる社会への移動は、
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異なる言語や文化に遭遇することになるので、

必然的に問題を抱えることになる。特に、言

語の問題は大きく、子どもたちには、言語

と発達段階の関係から、言語学習と言語習

得、中間言語、臨界期、コミュニケーション

言語と学習言語についての課題が伴う。中で

も、コミュニケーション言語と学習言語への

認識が足りずに、学校でも、子どもたちへの

多くの誤解を抱えたまま、指導していること

がみられた。コミュニケーション言語は、主

に話す・聞くことによって習得するので、子

どもたちは、遊びの中でも習得していくこと

ができやすい。学習言語は、読み・書きを意

識的に継続的にやらなければ、なかなか習得

できるものではない。以前、この違いが分か

らず、このくらいうまく日本語を話している

のだから、勉強や試験もできるはずだ。試験

の結果が悪いのは、能力がないからではない

かという風に考える教師もよくいたのである。

その結果、その子どもは、教師の直接的な言

葉でなくても、能力がないのではないかとい

う隠れた見方から自ら、負の自己イメージを

作っていくのである。また、二ヶ国語を話す

ことのできることを「バイリンガル」という

が、ここでも、間違った認識がよく見られた。

外国から来日した家族の場合、親よりも子ど

もたちの方が言語の習得は早く、役所や買い

物に行くとき、子どもたちが通訳をすること

がよくある。この様子を見て、親は、子ども

は日本語と母語を両方できると思いがちにな

る。また、学校でも、教室での遊びや生活場

面でのコミュニケーションでは、日本語と母

語ができるように見えるが、学習言語の面で

は、どちらも低いレベルであり、学習が継続

できない「セミリンガル」の状態であること

が多いのである。

このように言語の問題は非常に大きく、目

に付きやすいので、外国人児童生徒の問題は、

言葉の指導をすればよいという考え方で対応

が進められることが多い。しかし、言語指導

だけでいいのだろうか。

（２）受け入れ側の環境によって起きる

　　　課題

言葉の問題よりも、もっと基本的な課題は、

教師のまなざしであり、受け入れ姿勢である。

そして、そこから生まれる教室の雰囲気、対

人関係、自尊感情など、教室に存すること自

体の心理的、社会関係的課題である。逆に、

これは、受け入れ側の姿勢によって、変わる

ものであり、環境によって起きる問題といえ

る。

教師の姿勢をみていると、異文化接触によ

って生じる現実を内向きに考えてしまい、物

事がマイナスに作用してしまう場合と外向き

に発展的に考え、プラスに作用する場合があ

る。確かに、一つの言葉で通じないので、担

任にはいろいろな手間がかかることになるが、

逆に、その子の国のあいさつをみんなで覚え

て、使えるようになったり、国際理解の最大

のチャンスだと考え、学級づくりに役立てて

しまったりする教師もいるのである。ただ、

異文化接触への個人の意識や態度は、無意識

的に出ることが多く、簡単に変わるものでは

ない。

ここに、学級や学校で行う国際理解教育や

多文化共生教育の必要性が生まれるのである。

（３）異文化間移動に伴う課題への理論

　　　的背景

異文化間移動を伴う人間の心理的課題に対

して、多くの研究がなされてきた。その中で
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も、1920年代の後半、人間の移住に視点をお

きつつ、人種的混血者に注目し、文化葛藤の

概念を基盤に、ロバート・Ｅ・パークスによ

って、提起された「マージナル・マン」概念

は大きな影響を与えた。このマージナル概念

を、マージナル・マンの発生状況も踏まえて、

定義したのが、ストーンクィストであり、次

のようにいっている。マージナル・マンとは、

「二つ（もしくは二つ以上）の世界に挟まれ

て、それらの世界の不調和と調和、反発と誘

引を主観的に反映する心理的不安の中で、か

ろうじて身を支えている人である。それらの

世界は、一方が他方をしのいで優位であり、

それぞれの世界の成員は、顕在的ではないに

しても、出生と系統（人種あるいは民族）の

もとに結びついているが、彼だけは集団関係

の体系から除外されている。その結果、彼は、

二重のパーソナリティと二重の意識を持ちや

すい」というのである。

このような理論的な背景もあり、異文化間

移動を伴う人へのプラスの積極的な見方より

は、集団内での同一化傾向の強い見方が主流

をなしてきたのが、今までの長い歴史的経過

である。しかし、国際化やグローバル化の進

展の中で、二つの文化の重なる状況を積極的

にとらえる見方も出てきた。これが、「バイ

カルチュラリズム（Biculturalism）/二文化

併存」の考え方である。バイカルチュラリズ

ムとは、「相異なる二つの文化の間の言語的

および非言語的コミュニケーション・コード

を熟知しており、それによって二つの世界の

間での意思疎通が可能な状態にあること」と

されている。この二つの理論の具体的な場面

での使い方として、国際結婚で生まれた子ど

もたちを「ハーフ」という言い方がよくなさ

れてきたが、最近は、「ダブル」というよう

になってきているのも、このような文化状況

に対する見方の変化の表れだといえる。

２．異文化接触への社会の考え方と世界

　　の教育の動向

このような個人への見方の背景には、異文

化接触への社会的な考え方や社会思想の変化

もみておく必要がある。世界の社会的思想と

歴史的背景を踏まえた教育の基本的流れは、

以下の通りである。もちろん様々な傍流や要

因が複雑に絡まりながら展開されてきており、

詳しく論じるには、さらに複雑な図が必要で

あることは言うまでもない。

人種主義　→　同化主義　→　融合主義　

　→　多文化主義

この流れをアメリカ合衆国に即してみてい

くと、同化主義（Assimilationism）は、新

しい移民の少数民族に対し、アメリカ開拓者

として絶対的に優位に立つアングロ‐サクソ

ン系プロテスタントの白人たち（WASP）

の言語と文化の採用を要求するものである。

ただし、同化の対象となりえたのはヨーロッ

パからの白人移民だけであり、先住民やアフ

リカ系アメリカ人は完全に除外され、人種主

義（Racism）のもと、差別されていた。

次に有力になってきたのが、人種るつぼ

論（Melting Pot Theory）ともいわれる融合

主義（Amalgamationism）である。これは、

東欧や南欧やアジアからの移民が増えるにつ

れて優勢になったものであり、同化主義のも

つ人種的・民族的差別や偏見に対する反発か

ら生まれた考え方である。この融合主義は、

各民族がその固有の宗教的文化的背景を全面
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的に排除するのではなく、互いに他の民族の

文化を部分的に取り入れ、また自民族の文化

を部分的に放棄あるいは修正しながら、総合

的な新しい文化を発展させることである。し

かし、この考え方も、白人を前提としており、

大きな限界があった。

そして、1960年代からの公民権運動を

契機に、白人とマイノリティの相互理解

の試みが始まり、1960年代後半に、強制

バス通学（busing）やマグネット・スクー

ル（magnet school）などによる人種統合

（desegregation）を目指した学校なども目

指されたが、多くの課題をもち、全国に広が

ることはなかった。このような様々な歴史的

経過を経て、現在、到達したのが多文化教育

（Multicultural Education）なのである。

多文化教育は、この教育研究の中心人物で

あるバンクスが述べているように、「理念・

概念、教育改革運動、その過程からなり、あ

らゆる社会階級、人種、文化、ジェンダー集

団出身の生徒たちが、平等な学習機会をもて

るように学校や他の教育機関を作りかえるた

めの教育改革運動」といえ、多様な展開をな

している。このような動向を「人種のるつ

ぼ」から「サラダボール」へと、象徴的に語

られている。

最近の動向としては、多文化教育のパラダ

イム転換として、「サラダボール」から「ジ

ャズ」へと変化してきている。これは、文化

本質主義の見方から、社会的な関係性の中で

構築されたものとみる構築主義への転換であ

り、この構築主義の視点から多文化教育を作

ろうとするものである。ジャズは、相いれな

い異なる音楽的要素を演奏の場で、出会い、

新たな絶妙な混成を創り出していく音楽であ

り、新しい文化の構築を目指す文化的活動と

みるのである。

この多文化教育の視点は、アメリカ合衆国

だけではなく、カナダ、イギリス、オースト

ラリアなど世界の主流の教育潮流になり、教

科教育の変革をも促してきている。

Ⅲ．グローバル化時代をめざした教育

　　改革の２つの方向性
１．学力低下論争と学校教育の混迷

2002年4月から、学校週五日制の完全実施

と「総合的な学習の時間」の本格実施をめざ

した学習指導要領の教育が始まり、日本の教

育の大転換がなされるはずであった。しかし、

その直前の1月に、マスメディアも巻き込ん

だ低学力論争の言説に呼応した形で、文部科

学省はアピール「学びのすすめ」を出し、確

かな学力と宿題や補習を奨励し、日本の教育

方針は、大きく揺れ動いた。

教育現場では、総合的な学習の時間に関し

ても、完全実施に向けて様々な工夫を行いな

がら、学校の独自性を出そうと取り組みを

本格化しようとしていたが、その取り組み

は、急速にしぼみ、その代わりに、いわゆる

「学力向上」を合言葉に、日本の多くの学校

で、朝学習が始まり、ドリル学習の爆発的普

及、習熟度別指導が広範に広がった。しかし、

学校の現場を支える教師間では、このような

指導で、本当によいのだろうか、これからの

時代を生きる子どもたちを育てることはでき

るのだろうかという疑問が沸き起こっていた

のである。まさに、日本の教育現場はゆらぎ、

混迷していた。
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２．国際学力調査と世界の教育改革の

　　動向

ちょうどその時期に、経済協力開発機構

（OECD）が実施している国際学力調査Ｐ

ＩＳＡ（Program for International Student 

Assessment)の結果が公表され、2000年に比

べて、2003年は、数学、読解がともに日本の

国別の順位が下がり、低学力論争に拍車をか

けた。そして、全国で、百マス計算や漢字検

定がブームになり、学力向上が全国で試みら

れたようにみえたのである。しかし、このよ

うな対応にも関わらず、2006年の結果は、数

学（10位）、科学（５位）、読解（15位）と、

共に順位を下げたのである。もちろん国別の

順位が問題であるのではなく、そこに現れた

教育の実態、子どもたちの姿こそ、重要なの

である。そして、日本のここ数年対応してき

たいわゆる「学力」に対して、世界のグロー

バル化時代へ向けた学力の考え方は、大きく

変化してきているのである。ＰＩＳＡが目指

しているのは、コンテンツを核にした学習か

らコンピテンシーを核にした学習へと大きく

変化してきているのである。このような変化

からみると、上記の日本の対応は、時代錯誤

ともいえる対応であり、学力が上がるはずも

ないのである。

経済開発協力機構（OECD）は、すべての

人にとって重要な鍵となる能力（キー・コン

ピテンシー）として、異質な集団における交

流、自立的活動、道具を相互作用的に活用の

3項目を提示している。　

ＰＩＳＡの結果から世界の上位にある国の

教育をみてみると、東アジア型の教育と北欧

型の教育があるといえる。

東アジア型の教育は、韓国、香港、台湾な

ど儒教圏の国であり、その教育の特徴は、競

争主義・能力別編成、受験圧力・塾・選別で

あり、学力は高いが、「学びからの逃走」が

起こっている。

それに対して、北欧型の教育は、現在注目

されているフィンランドの教育を例にみてみ

ると、その特徴は、平等主義・質を求める教

育、安心と共同の学びであり、学力は高いし、

学びへの意欲も高いのである。

つまり、現在の世界の教育動向をみると、

2つの教育改革の方向性が見出される。

・市場原理に基づく教育改革

競争原理・道具的な他者との関係・

データ重視主義

学級王国から　機能的学級社会へ、

学校選択制・学校間競争

・共生原理に基づく教育改革

共生原理・協働的な他者との関係・

人間性重視主義　　

学級王国から　協働的学級社会へ、

地域・地球社会と連携

　　　

日本は、従来行ってきた東アジア型の教育

から、グローバル化時代への対応へと教育の

転換が必要であるといえる。なぜなら、日本

が従来やってきた教育はよさも確かにあった

が、不登校、いじめ、校内暴力などが多発し

たことを考えれば、この競争主義を基盤にし

た東アジア型からの転換は必須のことだから

である。むしろ課題は、東アジア型というよ

りは、新たな原理に基づく学級社会像を創出

していくことが重要なのである。

日本の明治以来の学級制度は、子どもたち

の生活全体を学級担任が責任をもってみてい
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くという生活共同体的な側面をもっていたの

である。確かに、この側面が「学級王国」と

もいわれたが、しかし、よさも大いにもって

いたのである。現在の市場原理の強者の競争

主義から生まれる単に学力形成だけの「機能

的な学級」への変革ではなく、共生原理に基

づく「協働的な学級社会」づくりが目指され

なければならないのである。この学級像は、

現在では、日本よりは、北欧型にみられるの

である。再度、グローバル時代の学校や学級

社会像を創出しなければならないのである。

Ⅳ．グローバル化時代における地球的

　　視点からの学級・学校づくり
グローバル化時代の教育を実践的に創出す

るときのキーワードとして、「多文化共生」

と「地球的視点」があげられる。教育理論の

流れの中で位置付けると、子どもたちの国際

的視野を広げながら、同じ教室空間にいる外

国の子どもたちとの共生を目指すような＜国

際理解教育―多文化教育＞と地球的視点と地

域の中での市民的参加態度を育む＜グローバ

ル教育―市民性教育＞の複層したインターフ

ェイスの構造をもった教育実践の展開が求め

られているといえる。そこで、今までに実践

してきた事例をもとに、グローバル化時代の

地球的視点をもった教育実践の考察を行って

みたい。

１．宇宙船地球号プログラムとグローバ

　ル化時代の学級づくり　

教室の国際化を図るには、子どもたちのグ

ローバルな態度形成と教室の構造的な転換と

いう心理的側面と社会的側面の両面からの改

革が必要である。

1990年（平成2年）、総合的な学習が始

まるほぼ10年前に、態度形成の基盤となる

G.H.ミードの研究や社会システム論の研究等

の理論研究も踏まえて独自に創り出したのが、

「宇宙船地球号プログラム」である。

宇宙船地球号プログラムの取り組み　

　宇宙船地球号プログラムの特色（1990年）

　知の探究と態度形成を組み込んだ

　カリキュラムデザイン

インドシナ難民児童のいる教室で、共生を

目指し、子どもたちみんなの共通基盤である

地球的視点から、社会科を基礎に、道徳、特

別活動とつながりながら、態度形成の情意・

認知・価値・技能のステージを組み込み、シ

ミュレーションなど多様な方法と自己内省カ

ード（TST）を用い、学習者の学び方のス

タイルに応じた学びを展開した。

カリキュラムデザインの基礎

態度形成 と 自己概念   

　 ４つの側面：情意・認知・価値・技能

　 地球上の事象や全体像の認知と子どもの

　 態度形成過程   

宇宙船地球号プログラムの多文化共生教育

への貢献は、学級社会の構成員である子ども

たちの様々な国籍や異文化的背景の共通な土

台となる地球的視点を基盤に実践を創出し、

個人の態度変革と教室の構造変革、つまり、

学習者自身の知識の集積から価値葛藤、自己

変革へと至る個人の態度変革と学級自体が小

さな違いをもとに特定の子を排除し、多数派

準拠枠の拡大…→…自己概念の形成・

拡大…→…実践力の育成



Journal of Sugiyama Human Research 2009 085

第 4 回　人間講座『グローバル化時代を生きる子どもたちと世界の教育動向』

宇宙船地球号プログラムの基本内容

ステージＡ（情意的側面）　出会いと役割取得

　①　出会い、②  地球を見て、③  宇宙船乗組員

ステージＢ（認知的側面）相互依存システムの認識

　④　地球についての課題、⑤　地上での探険、⑥　相互依存関係の認識

　⑦　地球問題の理解と自己関与

ステージＣ（価値的側面）価値基準の形成と判断力の養成

　⑧  自己認識、⑨  価値基準の形成

ステージＤ（実践力の育成と態度化）

　⑩  問題解決のためのシミュレーション学習、⑪  身近な実践活動のプロジェクトワーク

ステージＥ（態度実践）

　⑫  実践と評価、宇宙船地球号プログラムから自主的活動へ　

がまとまるという「差異の排除―統合の構

造」から、違いは当然、違いは豊かさという

発想の「差異の受容―共生の構造」へと変革

する集団的側面の構造変革を並行しながら学

級づくりを行っていく過程を示したことにあ

ると考える。そこには、現在、旧来の日本の

集団重視の教育に対して、個の尊重として個

人重視の傾向がみられるが、強者の論理によ

る競争主義的な教育改革による人と人の関係

性を分断し、縦の権力関係のみが重視される

ような個人主義の構造に対して、共生のため

の教育の視点から、公共空間における個がそ

れぞれの個性を発揮しながら共通の課題解決

に向けて参画し、持続的なつながりを持ちな

がら活動していく運動体としてのコミュニテ

ィを創出する個と集団の構造を創り出す実践

があったのである。それは、お互いの成員が

ひらき、つながり、つむぐ活動体であり、旧

来の所属や同一化を強化する集団や共同体と

は異なるのである。

２．教室の周縁の発見　　　

限られた空間と時間の中で、多くのやるべ

きことに追われる教師にとって、豊かな空間

や時間はどこにあるのだろうかと問われてし

まうのが現実といえる。

確かに、学校は、教科教育、道徳教育、特

別活動等を中心に運営されているので、普通

は、授業時間を中心に、教育実践やカリキ
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ュラムを考えるが、実際の教室場面では、そ

れ以外に、朝の会や帰りの会などの時間、机

の配置から空き教室の活用などの空間、テー

マ学習や発展学習などの授業、スポーツや子

どもの自主的な活動など、教室の周縁ともい

うべき実践場面があるのである。その実践は、

教師と子どもたちの関わりの中で、日々繰り

返されており、教室生活を彩っている。

ただ、教室の周縁といっても、最初から教

室に周縁があるのではない。教室の物理的空

間の端というものでもない。この「周縁」の

概念は、常に、「中心」世界の見直しによっ

て注目されてきた。山口昌男によれば、「中

心と周縁」はダイナミックな関係であるとい

う。つまり、文化の中心は中心だけで成り立

っているのではなく、周縁によって活性化さ

「一年生の教室から」

一年生との生活が始まった。…………。

だんだんと学校の生活態度が子どもたちに

身につき始めた頃、どうしてもそれに慣れない

子がいました。Ｍ君は、授業中も、自分から席

を立って、動き回ります。朝会や体育のときも、

なかなか並べません。クラスの子どもたちから、

「先生、Ｍ君はちゃんと並びません。」と声が

かかります。男子からも、文句が出ます。先生

もしかります。それでも、Ｍ君は、自分のペー

スで行動するのです。

Ｍ君の家族は、中国からの引き揚げ家族

です。父親が引き揚げ者で、母親は中国人で

す。両親ともに、教育にとても熱心です。Ｍ君

は、よく「このノートは、中国のだぞ！」など

と、元気よくみんなの前で言っていました。絵

を描くと、太陽を赤ではなく、オレンジ色で

れることによって成り立っている。中心は

周縁を排除すると共に、周縁によって生気

づけられるのである。

学校文化の中心にいて、その営為を疑問

もなく絶対的な価値としてもち、子どもた

ちをひたすら学校文化に取り込んでいる教

師にはその周縁部分すら見えるものではな

い。熱心であればあるほど、ひたすら学校

文化の中に取り込み、それに従えない者は

精神的に排除してしまうのである。

知らず知らずのうちに、学校文化の中心

に、引き込もうとしていた私自身を、教室

の縁に連れて行ってくれたのがＭ君だった

のである。私自身が教室の周縁を見出す契

機となった一年生の教室物語の一部を取り

上げてみたい。

描きます。絵は雑だが、いろんなことがたく

さん元気よく描かれています。一学期半ばに

なると、「中国」のことを言わなくなりました。

みんなも、Ｍ君も、何かが違うなと気付いてき

たのです。

　一学期の後半になっても、Ｍ君は授業に

参加したくないとき、よく席を立ちました。

よく見ますと教室の後ろにある学級文庫の

そばに座り込んで、一生懸命動物図鑑を見て

いました。Ｍ君は学習意欲がないのではなく、

学習したい内容を自分で選択しているのです。

私は、「うん、これだ！」動物をテーマにした

学習をしてみようと思いました。

「この時間は、動物についての勉強をしま

す。」と始めた授業に自分の席を離れて、 

後ろに座っていたＭ君は、きょとんと首を挙

げ、前を見ました。「寒い地方には、どんな
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動物がいるでしょう。」子どもたちは、手を挙

げて、どんどん答えます。「白熊です。」「ペ

ンギンです。」次々と動物の名前が出てきまし

た。Ｍ君も、教室のやり取りに、興味が出てき

ています。笑顔が出てきました。小さい体だ

が、ついに立ちました。みんなを笑顔で、追っ

ています。たくさんの名前があがりました。

教室の周縁にいる子どもを教師がどのよう

な目で見、どのような志向をもつかで、子ど

もは大きく変化する。しかも、ここでは、Ｍ

君のよみがえりだけではなく、その後、動物

の学習を学級全体で継続し、教室が動物研究

所になってしまったのである。更に、1年生

の最後の国語の単元「動物の赤ちゃん」の文

章に出合うと、子どもたちは、宿題でも何で

もないのに、毎日、毎日自分が調べた動物に

ついて、国語の教科書の文章をモデルに、書

くわ、書くわで、なんと最高四百字詰めの

原稿用紙に90枚、そして、Ｍ君も日本の子も、

75枚、50枚と書いたのである。

この学級全体での作文活動は、Ｍ君にとっ

ては、2つの点で、大きな意味をもったと思

われる。一つは、マイナスの自己イメージを

もちそうになったとき、自分の動物への関心

がクラスの活動につながり、自分はクラスに

いても、有用であるというプラスの自己イメ

ージやセルフエスティーム（自尊感情）をも

つことができた。もう一つは、日本語習得上、

より難しいといわれる読み書きを中心にした

学習言語の習得に知らず知らずに自信をもつ

ことになったと思われる。十数年たった後、

本人から、大学、高校、中学、小学校のお世

話になった先生を思い出しながら、1年生の

時の学級を思い出し、その時の学習が土台に

なり、学習意欲につながり、大学まで進学で

きたと、連絡をもらった。教師としては、本

当にうれしい限りであった。

つまり、教室の中の教科や時間や場所や固

定的なカリキュラム観や伝統的な指導方法な

ど、それぞれが固定した枠をもち、算数は算

数というように独自に完結し、各々が分断さ

れた学習の場に対して、教室の周縁論では、

たとえ教科や時間の枠があっても、それらを

つなぎ合わせようとする教師の視点と論理が

あり、周縁を利用し、各々がネットワークの

ようにつながりあった学びの場を生み出すの

である。端的に言えば「枠型分断化」に対し

て､つながりあった「ネットワーク統合化」

の視点なのである。

この教室の周縁は、教師のアイディアや自

由な試みが可能であり、短い時間ではあるが、

毎日繰り返される時間と場であり、子どもた

ちにも大きな影響を及ぼしうるのである。現

在の強者の論理による競争主義が強化され、

敗者の立場にもなることもある子どもたちに

とって、ますます意味のある場になるに違い

ないが、その場すら見えず、いわゆる基礎学

力の形成のためにという名目のもと、教科学

習の補習の時間として、だんだん消されよう

としている。しかし、教師自身の中心志向か

ら、子どもの立場に立ち、特に、強者の論理

「もう、いないかな。」先生の声に「もういないん

じゃない。」、「もう、いないよ。」とクラスのみん

なから声が返ってきます。ところが、Ｍ君が何と

気をつけをして、「ハイ！」と大きな声で、手をま

っすぐ挙げているのです。目を丸くして、自信を

もって、答えようとしています。先生から指名さ

れると、元気よく「トドです。」と答えました。
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から排除されるような子どもを「物語る」こ

とによって、周縁へのまなざしの転換が起こ

り、見えてくるのである。この周縁部への自

己開示によって、自らが囚われていた教師の

学校文化の中心への呪縛から解放されるので

ある。

３．学校の中で、多文化共生の空間づく

　　りをめざした地球子供教室

グローバル化時代に対応した学級づくりに

ついてみてきたが、それぞれの学級の対応と

同時に、学校全体の対応も非常に重要である。

そこで、外国から来た子どもたちの受け入れ

と学校全体の多文化共生の試みの事例をみて

みよう。

（１）日本語が通じない子どもたちの　

　　　出現

日本における国際化は教育の分野にも及び、

日本語を流暢には話せない子どもたちや異文

化を抱えた子どもたちが増えている。ここで

は、外国から来日した子どもたちを受け入れ、

日本の子どもたちとの多文化共生空間づくり

を目指した学校の取り組みを取り上げる。

東京都の南の端に位置する蒲田小学校は､

京浜工業地帯の中でも中小工場の密集した蒲

田・羽田地区の中心地にある。そこは、工業

と商業と住宅が混在した地域であり、平成8

年度には、27人の中国・フィリピン・コロン

ビア・韓国からの子どもたちが在籍するまで

になり、日本語加配教員による地球子供教室

を設けることになった。

地球子供教室を作っていくとき、大いに役

立ったのは、私自身の体験であった。ニュー

ヨーク日本人学校に勤務したとき、アメリカ

の現地校で学ぶ日本の子どもたちに多数出会

った。そこで、個人の適応の問題が、対応の

仕方によっては、日本人排斥運動という地域

住民も巻き込んだ教育摩擦の問題に波及する

という出来事があった。そうした状況では、

ことばの教育だけでは問題の解決にならない

ことを体験的に学んだ｡１ これらの問題に対

して、たいへん有効な示唆を与えてくれたの

が、地球概念を取り入れた教育実践が紹介さ

れている“Teaching About Spaceship 

Earth”という本２であった。「地球子供教

室」の理念は、こうした経験がベースに生ま

れたものである。

また、日本に帰国後は、1990年（平成2

年）から、神奈川県の中央部に位置する大和

市､綾瀬市、横浜市等で､インドシナ難民児童

生徒に対する学習援助ボランティアに市民と

して参加してきた。この時代は、まだ外国人

児童生徒教育が、学校側にも十分に認識され

ておらず、学校の受け入れ体制の問題や子ど

もたちの対人関係、進路の問題など多くの課

題があるにも関わらず、学校側は対応ができ

ていなかった。そこで、ボランティア団体

などが、学校の外側から関与しようとして

も、様々な障壁があることを痛感した。しか

し、だんだんと働きかけることによって、学

校側も変わり始め、日本のニューカマーへの

取り組みとしては、先進地域となったのであ

る。その活動を通して、これらの問題の解決

には、いろいろな専門性を持った個人や機関

からなる重層的なボランティアネットワーク

が重要であることを経験的に知ることになっ

た｡　

（２）「地球子供教室」の位置づけと　

　　　…活動内容

外国人児童の心理的状況や受け入れの歴史

的背景、世界的教育動向を考慮し、教室設置
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の原則と役割を次のように設定した。

1. 学級社会への外国人児童の無意識的な

自発的同化傾向が生み出す問題への配

慮

2. 外国人児童の母語尊重と母語保持へ

の取り組み

3. 世界的教育動向としての多文化共生

の教育原理への転換

この原則をもとに､教室のねらいを次のよ

うに定めた｡

教室の運営及び活動は、その子どもた

ちの日本社会での生活・学習を援助し、

その子どもたち自身が自他の文化を尊重

し、自己実現にむけて生きることを支

援していくことを基本的なねらいとする。

そのために、その子どもの理解を学級担

任とともに深め、日本語指導、学習援助、

自尊感情の育成、受け入れ側の児童との

豊かな人間関係と受け入れ側学級の受容

性の育成を図る。これらの活動を通して、

その子のみならず、本校の児童自身の国

際性を育成し、これからの多文化共生社

会の一員としての自覚と態度を育てる。

地球子供教室の役割を学級社会の抱える課

題解決へのサポートシステムとして位置づけ、

外国から来た子どもたちの抱える問題解決と

支援、学級や学校の国際化への協働的対応を

主な役割とすることにした。  

今まで学校になかった別組織としての小さ

な新しい教室を「日本語教室」としないで、

あえて「地球子供教室」と名づけた。それ

地球子供教室のねらい
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は、地球上の様々な国や地域から来た子ど

もたちと日本の子どもたちの対等で相互関

係的な生き方を基盤にした取り組みを目指

したからである。また、その教室の名称や

指導方法によっては、日本語のできない子

が学ぶ場所、つまり､隠されたメッセージと

して「～ができない」あるいは、ハンディ

のある子が行く場所などというマイナスイ

メージを与えることもあり、その点を考慮

したからである。そこで、地球子供教室で

は、プラスのイメージ作りとして、コンピ

ュータや町の模型等、環境構成を工夫して､

世界に目を開き､心を拓く活動を目指した。

このように多様な要素を包み込んだ地球

子供教室の活動は、外国から来た子どもを

対象にした取り組みから、日本の子どもた

ちを対象にした取り組み、教師を対象とし

た取り組みなど、多方面に及ぶ活動となる。

「地球子供教室」の主な活動には次のような

ものがある。

Ａ．外国人児童等の編入時の支援活動

Ｂ．地球子供教室での言語指導及び学習支援

　　① 定住希望者及び長期滞在者

　　　 日本語の系統的指導、学習支援

　　　 バイリンガル指導（日本語＋中国語）、母語支援（中国語） 

　　② 一時滞在者

　　　 日本語の系統的指導、学習支援

　　　 母語学習 (スペイン語等)

Ｃ．所属学級と地球子供教室の連携した国際教育活動

　　① 学級での国際教育プログラム−Ⅰ （6年生）

     　  受け入れ姿勢とグローバルな態度形成を目指した活動

　　② 学級での情報教育・国際教育プログラム  （5年生）

     　  コンピュータの活用を通した自己内省力と表現力を育てる活動

　　③ 学級での国際教育プログラム−Ⅱ  （4年生）

　　　基本的な中国語の学習を通した異文化理解・交流を目指した活動

Ｄ．地球子供教室での児童の自主的活動        

　　① 地球子供教室の仲間たちの活動

   　　 コンピュータを使った新聞作り、世界に関連するビデオ・読書、世界の子どもとの交流

　　② 新聞委員会「ワールドタイムズ」の発行

Ｅ．放課後の「地球教室」での学習相談、教育相談

　　① 地球教室（金曜日放課後）の学習相談及び学習支援

　　② 地球教室での教育相談（中国語でも可能、中国語ボランティア）

Ｆ．学級担任等の教師への支援と連携

　　① 個人面談等での通訳による相互理解

　　② 学級担任との連携による児童理解と教育相談活動

　　③ 国際理解の観点からの教科学習の視聴覚教材の開発

　　④ 学級での教科学習へのコンピュータでの学習支援

＜地球子供教室の主な活動＞
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４．グローバル化の中での渡り鳥的文化

　間移動と地球子供博物館づくり

グローバル化時代の進展は、外国から来る

子どもたちの中でも、新たな動向がみられる。

今までのように、ある国から日本に来て、定

住したり、ある程度の期間滞在したりする文

化間移動から1年間の中でも、日本と母国を

往復しながら、学ぶという新たな事例である。

（１）海を越え、国境を越えた文化間移

　　　動とトランスナショナリズム

グローバル化によって、個人、民間、

NPOなど、国家間の関係だけではなく、多

様な領域での移動や流動化が進展している。

この国を越えた多様な移動や流動化を「トラ

ンスナショナリズム （transnationalism）」

という。このトランスナショナルな移動

は、異文化接触を伴い、現地の人との葛

藤を引き起こしたり、移住先にトランスナ

ショナル・コミュニティを生み出したりす

る。このような移動を通して生まれる文化

過程や状況を「トランスカルチュラリズム

（transculturalism）」といい、二つ以上の

文化が接触することによって、第三の文化が

生成する、つまり、既存の文化を「超える

（trans-）」文化が出現することといえるの

である。そこでは、コミュニティの文化と同

時に、移民や難民、海外・帰国子女、移民二

世のような人の心理や行動的特性も課題とな

るのである。

そこで、グローバル化時代の学校づくりに

おいては、文化的グローバル化と深くかかわ

るトランスナショナリズムの進展としてのト

ランスカルチュラリズムを基盤にする必要が

ある。

日本とオーストラリアの2つの学校を「渡

り鳥」のように移動しながら学び、地球子供

博物館を創り出した実践事例を紹介したい。

（２）国を越えた渡り鳥的児童

日本とオーストラリアを渡り鳥のように、

小学校1年生から6年生の卒業まで、往復しな

がら学び続けた児童Ｒのケースは、まさにト

ランスナショナルな移動と学びである。

日本の小学校に、1年生の3学期から2年生

の2学期まで滞在し、その後は、3年生から6

年生まで、オーストラリアの小学校の休暇を

利用し、日本との往復を繰り返したのである。

そして、オーストラリアの小学校を卒業した

後、日本とオーストラリアの学期のずれを生

かして、6年生の3学期はずっと日本の小学校

に滞在し、日本の小学校の卒業まで果たした。

体験入学として、海外で学ぶ児童が、夏休

みなど、日本の学校との学期のずれを利用し

て、短期間学級に入り学ぶこともよくあるが、

排他的行為や雰囲気、教室の同一化志向にな

じめず、1，2年で終わることが多く、何年に

もわたって、この往復を持続するのはまれな

ケースである。

これらのケースには、文化間移動観と受け

入れ側の学級観の本質的な問題があると考え

られる。

この「渡り鳥」的な文化間移動は、固定的

な文化の間の移動とみると、その固定的な文

化への適応と文化の習得を最優先し、それが

習得されていないが故にマイナス的な存在と

してみて、排他的な対象とされてしまう。こ

の固定的移動観に対して、二つの固定的と思

われていた文化を加算的に習得し、自らを新

たな次元へと成長させ、生成的な対人関係、

生成的な空間と文化を生み出していく移動観

をもとにした理解へと転換する必要性が求め
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られた。つまり、移動は、ある集団や文化か

ら離れ、次の集団や文化に移るものであり、

その移動先の集団や文化への適応はもちろん

問題となるが、同時に、その集団や文化に対

しても、構造的な影響を与えており、その集

団や文化を形成するものが同一の場であって

も、集団や文化からその成員を一部遊離、浮

遊させるほどの刺激と影響力をもつのである。

特に、単なる一回の移動では、固定的な集団

や文化へ移動するものの適応が問題となるが、

今回のケースのように、何回も繰り返される

「渡り鳥」的移動では、移動先の集団や文化

を変化させることにまでなったといえるので

ある。

従来の固定的な移動観や学級観を修正し、

より積極的にプラスとして受け入れることに

より、その移動の当事者本人とその児童とと

もに協働し合う児童らによる新たな活動が生

まれるのである。まさに、トランスカルチュ

ラリズムに基づく生成的文化間移動といえる。

（３）地球子ども博物館づくり

この渡り鳥的な移動を通して生まれたのが、

海を越えた学校の中の地球子ども博物館であ

る。この博物館には、廊下の側面に、実物大

のアフリカゾウが展示され、中には、宇宙コ

ーナー、地球コーナー、世界コーナー、都市

コーナーがある。

さらに、プロジェクト型の取り組みを始め、

アフリカのサバンナのジオラマ、地球の気候

帯のジオラマ、恐竜のジオラマ、「これは

何？地球探検隊」のテレビづくりへの取り組

みなどを行った。

また、博物館の特別プロジェクトとして、

オーストラリアプロジェクトを実施し、Ｒが

オーストラリアに帰っている時でも、日本の

学校のオーストラリア特派員とし、お互いに

国を越えてつながりをもちながら、オースト

ラリアのジオラマを協力してつくった。この

博物館は、日本とオーストラリアの学級文化

をもとに、グローバルな学び合いへと発展し

たのである。

日本とオーストラリアを渡り鳥のように往

復しながら学んだＲは、「地球子ども博物館

は、日本にいるときだけではなく、オースト

ラリアにいるときも、自分の学びのよりどこ

ろになった。」と語り、卒業を前に、仲間た

ちと協力し、シドニーの街をジオラマで、た

いへん緻密に再現し、博物館へのプレゼント

として贈ってくれた。海を越えても、国を越

えても学びのよりどころとなる空間、まさに

地球子ども博物館になったといえる。　　

博物館入口と実物大アフリカ象

博物館の中の様子
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地球子ども博物館の展示には、様々なしか

けや学びの工夫がなされている。

① 宇宙コーナー　〜地球的視点から学ぶ世

　 界の出来事〜　

地球子ども博物館での学習は、はじめに、

「スペースライナー」に乗ることから始まる。

映像による打ち上げ、宇宙から見る地球へと、

疑似体験ではあるが、地球全体を感じること

ができる。他のジオラマは、まるで空の上か

ら地上を見ているように感じる。宇宙船であ

るが故に、自分たちが求めるテーマに向けて、

ダイレクトにその場に行けるのである。そし

て、また、宇宙船にもどって、地球全体を見

るのである。

② 地球コーナー　〜見て、触って学ぶ世界

　 の気候と地球の歴史〜　

世界の気候帯について、ジオラマで、暑い

国（熱帯）、あたたかい国（温帯）、寒い地

域（寒帯）の様子を再現した。植生の違い、

その地域に合わせた動物や家。ある子どもは、

動物の生態を通して、地球の気候の違いに気

づく。別の子どもは、家の様子を見て、触っ

て、気づく。隣には、海の様子を寒い海、温

かい海で再現したジオラマや地球の歴史を探

究する「恐竜研究」のジオラマが並ぶのである。

③ 世界コーナー　〜プロジェクト学習から学ぶ

　　アフリカ・サバンナとオーストラリアの町〜

世界コーナーは、世界の地域学習プロジェ

クトを立ち上げ、多くの方々と協働しながら、

研究を進めた。まず、子どもたちがたいへん

関心をもつサバンナの動物について、ケニア

を中心に、写真や図鑑で調べたり、お話を聞

いたりしながら、サバンナのジオラマを作っ

た。ケニアの先生からも、「この通りだ。ロ

ッジもあり、多くの観光客もくるんだよ。」

とほめていただいた。

さらに、日本とオーストラリアで学んだ児

童を中心に、6年生の子どもたちが、学校の

プロジェクトである「オーストラリアプロジ

ェクト」に役立てようと、シドニーの町の詳

細でリアルなジオラマを完成させ、地球子ど

も博物館に、卒業プレゼントとして残してく地球コーナー

宇宙コーナー

アフリカ・サバンナ
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れた。その過程は、テレビ番組「おはスタ」

でも放映された。その後、私が椙山女学園大

学のオーストラリア研修で、初めてシドニー

を訪問した時、その児童の家族がシドニーに

来て、ジオラマで作った場所をすべて案内し

てくれ、感激させてもらった。

④ 都市コーナー　〜未来のシミュレーショ

　 ンを通して学ぶ自分たちの町〜

自分たちの町を電車や自動車、空港、駅、

警察署、商店、公園、マンション、病院、学

校などで、ジオラマを作っていった。そして、

実際に学校の周りで、都市の再開発が行われ、

高層ビルが建設されていることに対して、自

分たちで、これからの町のシミュレーション

をし、課題を見出した。そして、交通問題解

決のための地下大駐車場、地下鉄駅と電気設

備の設置、更に、緑化と公園作りなど、自分た

ちで、課題を話し合いながら近未来の都市づ

くりを進めていった。

（２）地球子ども博物館を舞台にした国際理

　　　解教育の学びづくり

① ものとのふれあいを通した異文化理解と社

　  会的想像力の育成

展示物としての「もの」との出会いをさら

に進化させたのが、「これは何？地球探検

隊」である。桜美林大学の国際理解教育支援

プロジェクトと連携し、世界各地の道具や楽

器、衣装など、日本の子にとって、「何に使

うんだろう？」と考え込むようなものを提示

し、子どもたちが話し合いながら、答えを見

つけていく活動で、子どもたち自身によるテ

レビ放送づくりにも発展した。インドやアフ

リカ、オーストラリアのアボリジニの人々の

道具など、素朴に見えるが、たいへん工夫さ

れた道具を手にとってみて、そこでの人々の

生活を想像していくのである。

② メディアを使った開発途上国の理解と共感

 　的学び方の育成

外務省の開発教育ホームページ「探検し

よう！みんなの地球」を活用して、開発途

上国についての学習を行った。地球子ども

博物館の宇宙船に乗って、開発途上国の映

像を中心に探検していく。そのとき、衣服

の写真が出てきた。博物館にある本物の衣

服を着て、常に、映像の背後にある本物へ

オーストラリア・シドニー

都市コーナー ケニアの衣服を着た子どもたち
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の想像力をつけ、その地で暮らす人々への共

感的理解を図る試みを実施した。

更に、一枚の写真から健康に悪いと知りな

がら飲料水にせざるを得ない現状も、様々な

考えや意見を出し合いながら進めていった。

このような共感的な学びのモデリングを通し

て、自分のテーマにそって、グループで学び

合っていった。

（４）地球子ども博物館と学びの転換

地球子ども博物館は、子どもたちにとって、

どのような学びの意味があるのだろうか。

小学校では、知識伝達型の手法で、開発教

育や世界の事象について教えることには確か

に限界がある。世界の事象についての膨大な

知の体系とその構造的、機能的つながりは、

基礎知識が未習得で、認知的にも未分化な段

階にあることを考えれば、小学校における学

習としての限界は明らかである。小学校にお

いては、当初からそれ以外の手法を考えざる

を得ないことになる。実は、ここに、指導法

の主流である知識伝達型の方法に対して、ま

さに周縁的な手法が浮かび上がってくる。し

かも、この方法の中に、学習から学びへの本

質的な転換があるのである。

①全体性としての「地球」概念から始まる学

　び

認知的に未分化な状況であるがゆえに、全

体的に捉えることになる。つまり、未分化だ

から、細分化された知識を教えなければなら

ないという手法をとらない。むしろ素朴概念

であっても、その全体性こそ、本質的な視点

であり、まさに「地球」概念が生まれてくる。

学習の最後に、「地球」を扱う従来の発想と

はまったく逆である。

②本物に出会い、体で感じる学び

基礎知識が未習得であるがゆえに、知識の

前に、本物に出合わせ、体で感じる。基礎知

識がなければ学習は始まらないという手法は

とらない。むしろ基礎知識がないから、五感

を使って、考える。ここから学びが始まる。も

はや小学生でも、教科書の知識では驚かない。

学校知ではない本物との出合いのある学びを

作る必要がある。

③ものに触り、動かし、意味ある関係性を　

　見出す学び

抽象的思考より具体的思考が主であるがゆ

えに、模型やフィギュア、絵カードなど多様な

具体物を使った方法を用いる。さらに、ジオラ

マのようにものを配置する空間構成まで進む

と、小学生でも、自然と生活など、いろいろな

関係性を見出していく。

このような視点からの教育実践は、教科書

などテキスト中心で、教室の中の一斉授業の

風景とは大いに異なるものになる。その教室

空間自体の変革から始まるのである。

　教育が充実した先進国においても、地球上

に住みながらも、何も意識しない若者が増え

ている中で、地球子ども博物館での学びは、自

らの体を空間の座標軸に位置づけ、これから

中学校、高校と学んでいく知識を自分との関

係性の中で習得していく基盤と考える。この

実践は、テキスト中心の知識伝達型の学習か

ら、コンテキスト重視の学びへの転換により、

学習者が「もの」にかかわり、「からだ」で再

現し、その関係性自体に気づき、そこでの課

題をどのように解決していくかをシミュレーシ

ョンし、その方法を主体的に表現していくこと

を可能にする学びの過程を意味している。そ

して、中学、高校へと進むにつれて、フィール
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ドワークの範囲も広がり、より現実の世界に深

く関わり、地球時代を生きる力を学んでいく可

能性をもっていることを意味している。ここに

は、基礎学力も含め、学習者自らが習得し、体

現する学びの融合性があり、学びへの変革を

促す力は大きいのである。

Ⅴ．学校を越えたＥＳＤ（持続発展教

　　育）の可能性
グローバル化の多様な側面として、もう一

つの課題が環境・開発的グローバル化の側面

の地球的課題（グローバルイシュー）である。

現在、地球社会は、環境、平和、開発、貧

困、人権など、多くの課題を抱えている。そ

の課題解決なくしては、地球社会の持続可能

性も問われているのである。このような世界

の状況の中で、それらの課題への教育的対応

が、国連を中心になされている。世界と地域

の人々が結びつき、様々な世代間の人々が地

域と地球の持続可能な開発を目指した新たな

教育の事例を提示したい。

１．ＥＳＤ（持続発展教育）の提示

1992年、リオデジャネイロの地球サミッ

ト（「環境と開発に関する国連会議」）で

示された「持続可能な開発（Sustainable 

Development）」と具体的な行動計画「ア

ジェンダ21」は、10年後の地球社会の現実

を見たとき、より深刻さをもって事態は進

んでいた。2002年のヨハネスブルグ・サミ

ット（「持続可能な開発に関する世界首脳

会議」）においては、地球社会の未来を見

据えたＥＳＤ（Education for Sustainable 

Development ：持続発展教育）が提示され

た。

ここでの持続可能な開発（Sustainable 

Development）というＳＤ概念は、開発と環

境を対立的に捉えるのではなく、両者を統合

的に捉え、「地球の生態系が持続する範囲内

で開発を進める」という考え方である。また、

そこでは、未来を見据えた2つの公正が重要

となる。

世代内の公正：南北間の資源利用の格差

　　すなわち貧困の格差を解消すること

世代間の公正：現在の世代が将来の世代

　　のための資源を枯渇させないこと

そこでは、ユネスコ・スクールの世界的ネ

ットワークを核にしながら、公共の問題に関

わり解決のために参加できる市民の育成が目

指されるのである。

ＥＳＤの基本テーマとして、以下のテーマ

があげられている。　

１）地球規模の問題に対する国連の組織や活

動の理解　２）人権、民主主義の理解と促進

３）異文化理解　４）環境教育

（ユネスコの理念に沿ったものであれば、他の

テーマ「世界遺産教育」等でも可能）

オーストラリアの楽器ディジュリドゥ
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２．白金ブルキナファソ地球子ども広場
　　プロジェクト

東京都港区にある白金地区の再開発を通し

て、旧住民と新住民がともに住まう街を創り出

そうという地域活動が生まれた。その活動は、

西アフリカのブルキナファソ国の交流支援を

契機に、日本の地域のコミュニティ意識と活動

を再活性化しようという試みである。

この試みの一環として、世界と地域の活動

をつなぎ、学び、活動する場である地球子ども

広場を設けることにした。この地球子ども広場

は、大人と子どもの協働の学びを通して、世代

間をつなぐ場である。また、地域の中のいろい

ろな学校を越えた学びを通して、異なる学校

の子ども同士をつなぐ場である。さらに、地域

の中の課題（例、ゴミ問題など）に対して、活

動しながら問題を解決していく学びを通して、

地域社会と子どもたちをつなぐ場である。これ

らのつながり合う活動から、子どもたちは、自

らの健全な心と仲間たちとの信頼の心を育み、

大人への信頼感、高齢者への尊敬の念を身に

つけ、地域の持続的な発展を担いうる資質と

行動力を学ぶのである。

地球子ども広場は、地球的視点やグローバ

ルなカリキュラムによる学びを実施し、子ど　

もたちの目を世界へと向け、そして、交流して
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いたブルキナファソの子どもたちと手を結び、

ゴミ袋のこと、学校のこと、環境のこと、仕事

のこと、家の生活のことなどたとえ小さな課題

や活動であっても、そこから地球社会の抱え

る課題に立ち向かうのである。

この地域に生まれた学びの場は、地域の課題、

地球上の課題へと挑戦する子どもたちのプロジ

ェクトを生み出し、世代間をつなぎ、テレビ会議

システムなど様々なＩＴ装置も利用して、国境を

越えたつながり合いを生み出し、現在と未来を

つなぐのである。

将来的には、子どもたちのネットワークをつ

くり、日本の他の地域の子どもたちやオースト

ラリアなど、世界の他の国の子どもたちとも手

を結びながら、ブルキナファソとの交流、学び

あい、支援などを通して、地域と地球社会の持

続的な発展を目指して取り組みを行うものにす

る考えである。

２．世界テレビ会議システムを使った「地　

　　球授業（グローバルレッスン）」

（１）第1回世界テレビ会議「地球授業」

世界テレビ会議システムによる「地球授

業」は、世界銀行とＪＩＣＡ、明治学院大学の

協力により、2009年3月16日（月）日本時間午

後5時に、総合司会大森氏（世界銀行）の「開

会のことば」によって、世界テレビ会議が始ま

った。まず、駐日ブルキナファソ臨時代理大使

ランベール・アレクサンドル・ウエドラオゴさ

んが挨拶され、「2つの国の小学校の皆さんが

お互いに理解し合うよい機会であり、さらには、

お互いの大陸の子どもたちが理解し合い仲を

深めていくことを期待しています。」と述べら

れた。いよいよ地球授業（グローバルレッス

ン）の始まりである。教師役を務めるのは、地

球子ども広場代表の宇土先生である。

① 互いの交流と自己紹介

子どもたちの最初の交流として、三光小学

校合唱団から日本の四季を代表する歌を贈り、

続いて、ブルキナファソの子どもたちからダ

ンスの披露があった。

その後、会場の代表、5名ずつが、それぞ

れの名前と同時に、将来の夢、好きなことを

言って、自己紹介をした。明治学院大学会

場の日本の子は、医者、サッカー選手、バレ

リーナ、バスの運転手、ファッション関係を

述べ、ブルキナファソの子は、医者、サッカ

ー選手、エンジニア、警察隊、軍人を将来の

夢として述べた。ＪＩＣＡ会場の日本の子は、

外で遊ぶこと、お菓子を作ること、世界の人

が平和で笑顔になれる時間が好き等と述べた。

② 中学生による「じゃんけんゲーム」

次に、ＪＩＣＡ広尾会場の中学生が、じゃ

ブルキナファソ会場 日本・JICA 会場
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日本・世界銀行会場 日本・明治学院大学会場

んけんゲームの説明をし、日本とブルキナフ

ァソで、じゃんけんをすることになった。途

中で、「後出し」だと子どもたちから指摘が

あったが、地球をまたいで行う日本とアフリ

カのじゃんけんでは、映像がずれるためだっ

たのである。なんと「これぞ、地球授業！」

「決してズルをしているのではないので

す。」

第1回日本ブルキナファソじゃんけん大会

の結果は、1勝1敗1引き分けでした。

③ テーマ授業

放課後の過ごし方について、意見を出し合

った。どの国の子もみんな、外で遊ぶのは好

き、ブルキナファソでは、石けりもやる。し

かし、ブルキナファソでは、外のそうじ、水

くみ、妹の世話、ご飯の用意、お皿洗いなど

いろいろなお手伝いや仕事もしている。

水くみについて、白金の子どもたちがブル

キナファソの子どもの一日を調べたとき描い

た紙芝居の絵を見せながら、「水くみは重い

ですか？」などと質問した。

やはり水くみは重くて、負担になっている

こと、ただ、全部の地域で、頭に乗せて運ぶ

わけではないことなど、ブルキナファソの実

態も分かってきた。

次に、お互いの夢について、話しあいなが

ら、日本とブルキナファソの両方に、サッカー

選手になりたい子がいることもわかった。ブル

キナファソの子は、近所の子どもたちでボール

けりの遊びやゲームをしている話も出て、この

ような遊びを通して、夢を実現する子どもたち

が想像されてきた。また、日本の子からは、フ

ァッション関係の仕事に関心をもっている子が、

ブルキナファソの洋服を見せると、ブルキナフ

ァソの会場の子どもたちが、前に出てきて、自

分たちのきれいな洋服を見せてくれた。

最後に、「地球的視点で考え、地域で活動

し合うこと」、また、次の地球授業を行うこと

を約束して、みんなで、現地の言葉でのありが

とう「バルカ」を言って、授業を終えた。

第2部では、大学生の若者による意見交換会

を行った。ブルキナファソ会場には、ワガドゥ

グ大学生、日本側には、明治学院大学生と東

ブルキナファソの衣装
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京大学大学院生の間で行った。

ワガドゥグ大学の学生から、「日本は、環境

問題への対応が進んでいるので学びたい。」

「文化的にも交流してお互いが教え合えたら

よい。」「政府は小中学校そして高校までを無

償で教育を受けられるようにしたいと考えて

いるが、財源不足で厳しい状況です。」

日本側からも、「これからも積極的に協力し

ていきたい。」と活発なやり取りがあった。

最後に、世界銀行会場からは、文部科学省

の方や東京都港区教育長からもメッセージが

伝えられ、日本とブルキナファソとの世界テレ

ビ会議は成功裏に終了することができたので

ある。

終わりに
人間は、人類誕生から長い年月を経て、5万

年前に地球上のあらゆる地域へと大移動を行

い、それぞれの地域の自然に適応し、その大

地の恵みを受け、地球上に多様な文化を培っ

てきた。人間の生活に必要な衣食住の多様性

とその工夫は驚嘆に値するものであった。

21世紀に入り、地球社会では、グローバル

化はますます進展し、国境を越えた人の移動

は増大し、各地域の多民族化、多文化化はさ

らに進んでいる。地球人口の増加と人間活動

の増大は、地球環境への負荷をさらにかける

ことになってきている。また、地域の中の人々

の社会参画への意識の薄さや利己主義の増大、

世代間の断絶、地球的課題への関心のなさは、

これらの問題解決をますます遅らせてしまうこ

とになる。

このような未来社会への不安と国や地域

によっては絶望的な状況が生まれている中で、

教育こそは、未来社会への挑戦であり、地域

の中でのグローバル化と多文化化の同時進行

という新しい事態に対して、教育には大きな

挑戦が望まれているのである。1972年のロー

マクラブの報告書『成長の限界』による地球

の危機に対する警告から40年近くになろうと

している。もはやあらゆる分野で人間の生存に

対する危機が迫ってきているのである。未来

社会を担う子どもたちと共に、各地域で、地球

的視点をもち、行動していくことが重要である。

そのためにも、教育は、未来への学びをデザイ

ンし、実践していかなければならない。

椙山人間学研究センターの人間講座で、

「地球社会」と「子どもたち」というマクロと

ミクロの複眼的な視点をもちながら、地域と学

級社会でのプロジェクト活動を核に、学びの

場における共生のコミュニティづくりをめざし

た教育実践を語り、小さな一歩ではあるが、一

つの未来への挑戦を提示することができたと

思う。さらに、地球上の人類の宝物「笑顔」を

あらゆる人々がもてるような地域と地球社会

づくりに努力したいと思う。

＜注＞
1 宇土泰寛　1993「ニューヨークにおける日

本人子女への現地校体験の影響と教育摩

擦」『国際理解教育大系　第4巻』教育出版

センター　pp．48-64 

Yasuhiro Uto 1987“Adjustment  of 

Japanese Children to Local Schools in the 

New York Metropolitan Area” JSNY 

Research Department Summary Report 

Book Vol.5
2 Peggy Mastrude 1972 “Terra Ⅱ A

Spaceship Earth Simulation” in Charles 

Bloomstein ed. intercom #71 The Center 
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なぜ身体論か
The necessity of discussion on body theories

椙山人間学研究センター主任研究員
椙山女学園大学人間関係学部教授

 渡邉　毅
 Tsuyoshi  Watanabe

椙山人間学研究センターの「総合人間論」

プロジェクトは、身体論を中心軸として議論

を進めてきた。人間学にとって、なぜ身体論

が重要視されなければならないのか、それが

なぜ現在なのかを論じることで、プロジェク

トのまとめの方向を模索してみたい。

近代文明と呼ばれ、わたしたちの日常生活

がどっぷりとその恩恵に浸っている機械文明

は、産業革命を契機として発展してきた。そ

の背景には、科学（理学）の発達が横たわっ

ている。コペルニクスの地動説を、天体望遠

鏡による観測で実証したガリレオが近代科学

の祖に比定されている。ガリレオは、カトリ

ック教会からの弾圧によって、自説を撤回せ

ざるを得なかったが、「それでも地球はまわ

っている」との真実のつぶやきを残した。ま

さに、精密な観測を根拠に、中世迷妄を打破

する第一歩をしるしたのだ。

近代哲学の祖とされ、現代思想の原点とみ

なされいる科学者に、デカルトがいる。意識

する主体として人間を位置付け、意識される

客体として外界を置く。この外界には人間の

身体も含まれる。いわゆる心身二元論の立場

が構築され、近代的人間観がスタートする。

この立場を局限につき進めると、＜独我論＞

が登場することになる。主体の意識の中にす

べての世界が存在する、というのが＜独我

論＞だ。意識や論理をつき進めると、この

ような立場になるのかもしれないが、「それ

でも地球は存在している」と信じるわたしに

とっては、違和感を憶える立場だ。

閑話休題。椙山女学園大学では、毎年、春

期ヨーロッパ研修旅行が挙行されている。3

年前に引率教員として同行した時の話だ。パ

リで1日半の自由行動が与えられた。ホテル

で観光案内を検討し、3ヶ所を訪問するプラ

ンを立てた。1ヶ所は、すでに2回の訪問で大

好きになったオルセー美術館、あとの2ヶ所

は、人類学博物館とロダン美術館だ。展示内

容を知らないまま訪れた人類学博物館で、驚

きの出会いが待っていたのだ。フランス語は

読めないが、英語の説明文が付いていた。１

箇の頭蓋骨が展示され、デカルトのものと伝

承されているとの説明があった。線刻で模様

が刻まれ、よく磨かれたやや小ぶりの頭蓋骨

だ。キリスト教徒なら胸に十字を切るのだろ

うが、生憎、クリスチャンでないわたしは、

思わずデカルトに合掌して頭を垂れた。なお、

この時の旅行で訪れたフィレンツェでは、教

会大聖堂の中にあるガリレオの墓所にも詣で

ることができた。予定になかった科学や哲学

の大先達とのうれしい出会いだった。
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＜独我論＞はさておき、デカルトの心身二

元論が近代思考の土台を形成したことは間違

いない。心は別として、身体は徹底的に機械

論的追究の対象となる。身体は＜モノ＞であ

り、この立場は＜要素還元主義＞とも呼ばれ

る。全体は部分から構成される。さらに部分

を細分すると要素を見出すことができる。要

素が判明すれば、それによって全体も把握で

きる。この考えは、自然科学、とくに物理学

において大成功を収めたし、現在流行の生命

科学でも貫徹している。

＜モノ＞を分解すると、ある段階から肉眼

では見えなくなるが、顕微鏡でトレースでき

る。生物の身体が細胞という要素から成る、

というのが近代生物学の出発点だ。当時の顕

微鏡の分解能力では、細胞内の構造は見えな

かったが、物理学は＜モノ＞の要素として元

素を見出し、やがて分子や原子の構造を追究

するようになる。原子はさらに素粒子という

＜モノ＞で構成され、現在では6種類のクオ

ークが識別されるに到っている。名古屋大学

の研究者であった益川氏・小林氏の両氏によ

るモデルは6種類のクオークを予言し、ノー

ベル賞を与えられた。

アインシュタインは、20世紀最大の科学者

とみなされているが、原子モデルの時代に、

＜モノ＞がもつ巨大なエネルギーをE＝mc2

という方程式で示した。この巨大なエネルギ

ーが核爆弾として実用化され、日本は世界で

唯一の被爆国となってしまった。アインシュ

タインが関わったマンハッタン計画は、その

後のアインシュタインの動きも含めて教育の

中で言及すべきだと思う。

心身二元論の立場で走り続けた科学は、核

爆弾をもたらし、生命科学においては、臓器

移植や生命操作の技術を発達させ続けてい

る。このような心身二元論への批判や懐疑は、

セリエのストレス説（1936）を嚆矢とし、反

核の流れの中で強まってきたように思われる。

反核の流れは、自然保護の運動とも重なり、

今日のエコ・ブームへと続いている。

思想界に生じた変遷を辿ってみると、近代

をリードしてきた思想は、科学・技術への信

仰に根ざした合理主義であり、モダニズム、

あるいはモダンと呼ばれる。当然デカルト主

義の流れだ。20世紀後半になると、モダンへ

の懐疑が強まり、ポストモダンと呼ばれる思

想がもてはやされた。その背景には東西冷戦

構造の終結、具体的にはソビエト連邦の崩壊

に象徴されるマルクス・レーニン主義の退潮

があり、イデオロギー対立の無意味化があっ

たとみなされている。人類史における大きな

物語が意味を失い、気の早い科学者は『歴史

の終焉』（F.フクヤマ）を宣言した。

ポストモダンの論者たちは、大きな物語の

骨格を支えてきた＜普遍性＞を疑うことで効

果をあげ、人気を博したのだが、批判の先に

何を定立するのかを提示できていないように

みえる。混沌の中にあっても現実は現前にあ

る。「それでも世界は動いている」のだ。現

実の世界は、『文明の衝突』（ハンチント

ン）のもとに展開されている。＜文明＞の衝

突とは何を意味しているのか。おそらく、ハ

ンチントンは、文明の背後の宗教を意識して

いたに違いまい。

そもそも、心身二元論の原点は何かを考え

ると、心とか精神とか魂が神によって人間に

与えられた所与とするところにある。デカル

トの省察も、つまるところ神の存在証明にあ

るのだ。人間とは、現世より来世を上におく
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ような妄想につき動かされる存在なのかもし

れない。

そこで、人類史上最大の問題は、現在にお

いて宗教とどう折合いをつけるかにあるので

はないか。近代合理主義から接近すると、宗

教とは中世的迷妄とみなすことができる。唯

物論からすればドーキンスが指摘するように、

神は妄想の産物以外の何者でもない。しかし、

唯物論の呪縛が解けたり、ソビエト連邦解体

後のロシアでロシア正教が不死鳥のように甦

る。人間にとって、宗教とは何なのか。おそ

らく、死への恐怖が死後の世界を空想させ、

霊の存在を信じさせるのではないか。

＜文明の衝突＞を演出しているのが宗教、

とくに一神教であることは、ユダヤ教・キリ

スト教・イスラム教の間で現出している対立

構図を見れば明らかだろう。このような対立

を無化するような方法はあるのだろうか。町

田宗鳳は『人類は「宗教」に勝てるか』とい

うテーマを考察し、一神教に対して多神教あ

るいはアニミズムを置くことで、さらには無

宗教で世界を変えようと提唱している。わた

したちを取り巻く文明は、ハンチントンによ

ると＜日本教＞と呼ばれるが、まさしくアニ

ミズムに根ざしている。この立場をもっと強

力に世界へ向けて発信できないのか。

近代は進化論によって合理化されてきた。

アニミズムは原始的宗教であり、それが進化

したものが高等宗教、つまり一神教だと位置

付ける。宗教も進化するのだと。果たして、

このような認識は正しいのだろうか。内田樹

は『日本辺境論』の中で、外来の思想をより

秀いでたものとありがたがる日本知識人の習

性を論じている。わたしたちは、辺境の思想

として、アニミズムの立場で開き直っていい

のではないか。

心身二元論を克服する立場は一元論なのか

多元論なのか。根源的な問いかけは、身体論

と深く関わっている。身体・間身体を考察す

る中から、＜第三者の審級＞という概念を導

いた社会学者に大澤真幸がいる。宗教の発生

を身体論から追究しているのだ。このような

議論をもっと深めるべきではないか、とわた

しは感じている。

心身問題を一元論の立場から議論している

知識人に養老孟司がいる。彼は、その立場を

＜唯脳論＞と呼んでいる。その議論は、人工

と自然の対比（文化と自然ではない）から、

現代の諸問題へと外延されている。重要な提

起だとわたしが思うのは、自然の復権であり、

自然存在としての子供の復権だ。心身二元論

ではない立場から、子供についての議論を深

めるべきだと感じている。

わたし自身のテーマとしている身体論は、

人間も含めた生物の身体形成（形態形成）だ。

この分野での研究は、要素還元主義的思考

が支配的ながら、全体論の余地を残してい

る。還元主義批判を展開し、注目されてい

る生物学者に福岡伸一がいる。彼の提唱す

る＜動的平衡＞という概念は重要だ。個体

は＜動的平衡＞を保ちつつ、全体で統合され

ている。遺伝子発現は場の制約を必要とする。

同様のDNA塩基配列であっても、異なる形

態がもたらされる。ジャンクDNAが機能を

持つことも明らかにされている。生命科学に

はまだまだ未知の領域があふれている。生命

の理解を深めていこうとすれば、全体論的視

野が不可欠になってきているのだ。

身体論からは、＜気＞の問題や＜生命倫理＞

の問題も派生してくる。可能な限り広い分野
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に目配りしながら、身体論の議論を深め、人

間学の構築を目指す決意を表明して、稿を閉

じたい。
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身体を考える
‐その根源的な矛盾をこえて‐
A reviewal and a perspective of discussion about human body

椙山女学園大学人間関係学部教授

 三井　悦子
  Mii     　  　Etsuko      

身体というのはほんとうに厄介なものであ

る。そこに住んでいて、その神秘さや従順さ

や反逆をまさに「身をもって」感じているの

に、いざその「身体」について考え、語ろう

とした瞬間に、「わたし」とは切り離された

「モノ」になってしまう。

しかも「身体」に起こっている合理や論理

を超えたことがらについて考え、整理し、語

るためには、その合理や論理の世界をいった

ん通過しなければならない。身体を論じると

きには、この厄介さをどう越えていくか、こ

の点がもっとも困難でありしかも重要である。

はたしてこれをのり越える手立てはあるのか。

ひょっとすると、「身体を考える」というこ

とには根源的な矛盾があるのではないか、と

さえ思えてしまう。

「総合人間論」プロジェクトとして、今な

ぜ身体論か、を考えよとのテーマをいただい

た。そのもとには、「人間とはどのような存

在か」を考える上で「身体」に着目すること

が必要不可欠である、という大きなテーゼが

あることと思う。

ところで、これまで「身体」に関する研究

や論議はすでにさまざまな領域でなされてき

ている。にもかかわらず、今なぜ身体論か、

というテーマを立てるのはそもそもなぜか。

これまでの身体論にはなにが欠落していると

いうのか。

これまでの身体をめぐる論議―哲学、社会

学、生理学、医学、スポーツ学などの諸科学

における身体の解明とはどのようなものであ

ったか。恐れずひと言でいうならば、その多

くが本稿の冒頭に書いた「わたし」から切り

離された「モノとしての身体」を対象として

きたのではないか。たとえば、より効率的に

機能する身体、意志的に動く身体を求め、そ

れへと身体を作り変える技術を推進し、それ

を支える思想を是としてきた。それが、身体

の解明であった。これは、私たちが生きてい

るこの自由競争社会をいかに生き抜くかとい

うことのために求められ日々更新されている

諸機能と一寸たりとも違わない。身体はまさ

しく世界の、社会の縮図である。

では、こうした「モノとしての身体」の解

明にとどまらず、それを乗り越える身体論は

どのようにしたら可能か。たとえば、身体と

精神、肉体と魂、こころとからだといったい

ろいろな対立項を持ち出し、論じようとして

いるのは「モノとしての身体」ではなく、は

たして生身の身体なのか。残念なことに、こ

うした対立項をもちだせば、たちまちそのど

ちらが優位かなどと、人間存在にとってはた
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いした意味をもたない論議が繰り出される。

知りたいのはそういうことではない。さまざ

まな二項を立てるのは、その先の「人間とは

どのような存在か」を考えるための、ひとつ

の装置でなければならないはずである。

このように考えると、これまでの身体の解

明は、身体が持つ可能性の全体から見ればそ

の一部を見てきたにすぎないといえるだろう。

では、身体のもうひとつの可能性とはなにか。

それはなぜ見過ごされ、今なぜ見る必要があ

り、どのようにしたら見ることができるのか。

＊

いうまでもなくそれは、身体はモノではな

いという地点に立つことから始まる。人間は

モノではない。このごく当たり前のことを、

あらためて声をあげていわなければならない

くらい、今、私たちの身体を取り巻く状況は

悲惨である。

たとえば、医療技術が医学の倫理を凌駕し、

農芸技術が農学の範疇を超えている。生命倫

理の枠組みを持たないまま、遺伝子組換えに

よって新しい野菜や食肉が「製造」されてい

く。人間はこの「製造」された生命を食べて、

また新しい生命を「製造」する、とさえいえ

る。60歳を過ぎてなお子供を生むことのでき

る身体の登場という驚くべき事態がその現れ

である。このように私たちの身体（存在）は

限りなく「モノ」化しているといっても過言

ではない。モノは、誰かに所有され、所有者

の意思によって動かされる。モノは誰かのモ

ノと交換され得る。

しかしこの一方で、うれしいことに「もう

ひとつの身体」の存在について私たちは体験

的によく知っている。祭りの熱狂や没頭、水

に溶けるように魚と戯れること、山歩きそれ

は自然の一部になること、あるいは土俵やグ

ランドやピッチで、緊迫と深い集中とプレイ

への愛のなかで生まれる、予測不可能で想像

もつかない見事な「何か」。あの身体に何が

起こっているのか。そして、その「何か」が

生まれる瞬間を目の当たりにした観客の、そ

の全身を震わせるものはなにか。時空間を共

有する身体とはどういうことか。

こうした身体は、科学的に、また論理的に

説明のつかない、普遍化することのできない

身体である。ヨーロッパ近代に起源をもつ近

代科学が隠蔽し排除して（追究することを放

棄あるいは断念して）きた身体であり、した

がってそれは、無いものにされてきた身体と

いえる。しかし実際には、たしかに在る。生

きている生身の身体は、こうした簡単には説

明のつかない、言葉が消え去る至高の瞬間を

幾度か体験しているはずである。

これまでヨーロッパ近代の理性は、「個」

や「自己」を見つめ続けてきた。それらは

「他者」との差異を明確にすることによって

意味を持つとされてきた。これは「分ける」

ことによって「わかろう」とする考え方の基

本どおりである。そして明確な「自己」を形

成し統合し実現して、「他者」と差異化され

るより確固とした存在へと作り変えていくこ

と、それこそが人間の成長であるとしてき

た。しかし、この一元的な価値の呪縛によっ

て、いま、多くの問題が生じてきていること

は、すでに指摘されているとおりで、もうこ

こでいうまでもないだろう。はたして人間は

そうした存在に「成長」しなくてはならない

のだろうか。生まれてきて、そして死んでい

く人間の生きる内実はそこにあるのか。生き
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る方法は論理や合理だけが示すものなのだろ

うか。

確固としたアイデンティティなどない、と

玄侑宗久は言う。元侑は、近著『阿修羅』で、

一人の人間の中に複数の人格が出現の機会を

譲り合いながら同居し行き来している、それ

が人間であることを描いてみせる。人間の知

や智慧は、分析や判断や自己決定などの合理

的・理性的な行為によってのみ獲得されるも

のではない。しかも、歓びや安楽はそれらの

領域の外にある。整理のつかない矛盾やそう

なってしまわざるをえない非合理、抗いよう

のないこと、そうした雑多のなか（これを豊

饒と呼ぼう）で、どんな志向や価値観にもと

らわれない瞬間瞬間の快によっていきづきな

がら生きている存在、それが生身の人間であ

ろう。

＊

ところで、身体を考えることの厄介さのも

うひとつは、その対立項にあげられるそのも

のの正体もじつはよくわからないということ

にある。（こうした対立項を立てることによ

って論議しようとすること自体、ヨーロッパ

近代の思考の習慣といえるだろう。玄侑は

先の書の後半に第三の人格を登場させてい

る。）たとえば、こころとからだ、という。

そして、その心はどこにあるか、という問い

がある。

これまでこの問いが投げかけられるたびに、

皮膚にある、と私は答えてきた。さらにいう

と、皮膚感覚にあると。手で触れ、眼で見、

耳で聞き、舌で味わい、鼻でにおい、そして

触れ合い、また、エネルギーが枯渇するまで

使い果たす、そういう皮膚を介して行われる

ことのすべてが「こころ」というものを作る

のだ、と。であるならば、「こころ」と呼ば

れて語られていることは、じつは「からだ」

のことではないのか。対立項であったはずの

二つがじつはひとつながりになっている。な

んのことはない。これは自明である。ひとり

の人間、一つの存在の上に生じていることな

のだから。それを二つに名づけて立てること

自体が、人間の勝手な論理によるものだろう。

人間という存在にとって、不毛な議論に陥ら

ず、より重要なことがらに直截的に接近する

ために、これらを結ぶ第三の視点をもたねば

ならないだろう。

＊

それは「いのち」であると西谷修はいう。

「生命」ではない。「いのち」である。そし

て、重要なことは「いのち」はどこにあるか

ということ。「いのち」は、物理的な「モ

ノ」として客観的に理解する対象物＝鏡に映

った「あれ」にではなく、生きて動いている

生身＝「これ」にある、という。人間を考え

る、身体を考えるということは、ほかならぬ

「これ」を対象にするということであるはず

だ、と。ところが、「身体」が問題とされる

とき、常に対象とされるのは外にある「あ

れ」になってしまう。そこで、西谷は「いの

ち」「生存」という概念を用いて、生きてい

る「これ」に接近しようとするのである。

もういちど繰り返しておこう。「生命」で

はない。「いのち」である。生命を維持して

いる活動のことではなく、人間をいきづかせ

るものはなにか、ということである。「生き

ている」ことを燃え上がるようにありありと

感じること、あるいはしみじみとあじわうこ
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と、驚きをもって感じること。それを荒川修

作は｢ひとであるより肉体であるように｣とい

い、今福龍太は「身体の自然」というだろう。

野口三千三はすでに「原初生命体としての人

間」といった。ジョルジュ・バタイユは「聖

なるもの」といい、竹内敏晴は「じか」とい

う。そして稲垣正浩は、これらに通底する

「聖なるものへの還元」「動物性への回帰」

「祝祭」にスポーツ文化の始原を見る。

＊

私の関心はこうした「もうひとつの身体」

の究明にある。そして、いま、上にあげた

キーワードのほかにもまだまだ多くの問題

が私の中で渦巻いている。｢透明（不透明）

な身体｣「劈かれた身体」「出会い」｢共にあ

る場｣「インスクリプション」「たましい」

「触れる」「祝祭」「消尽」「動物性」「供

犠」「ポトラッチ」「互酬」「分有｣「から

っぽ」「死」「エクスターズ」…など。これ

らは無関係に点在しているようだが、じつは

そうではない。

その関連について詳細に説明する紙幅が残

念ながらいまは無い。そこで、最後にひとつ

だけとりあげておくことにしたい。

荒川修作とマドリン・ギンズ設計による

「養老天命反転地」がある。彼らは、現在の

人類がおかれた絶望的な状況を希望ある未来

へ転換させようとして、この場所をそう名づ

けた。すなわち、21世紀を生きる私たちの宿

命を反転させる「天命反転」である。高度に

機械化情報化され、高度に技術の進歩したバ

ーチャルな世界で、どこまでも「モノ」化し

ていくことを余儀なくされている人間が、ひ

とつの生き物として生きることを取り戻す場

所である。

コンクリートに固められた道路や平板な床

面、そしてそこから垂直にのびるビルや壁。

この直線だらけの建造物に囲まれた現在の私

たちの生活に反して、その場所は、転びやす

く、滑りやすく、道は狭くすれ違いにくいよ

うに、わざわざ「不便」が作り出されている。

そして、転びそうになったときに、わっと自

分が外にとび出る、その感覚が「人間である

こと」を取り戻させる。狭い道をただただ進

んでいく。前から来た人と接触しなければす

れ違うことのできない道をどんなふうにすれ

違うか。こうした「不便」に遭遇したときに

ふだんは使わずにいる「肉体」の可能性が目

覚める。（詳細は本誌前号の拙稿）そして、

荒川の｢ひとであるより肉体であるように｣と

いう言が生まれるのである。これは、生き物

として存在すること、原初の感覚を目ざます

こと、身体の自然を確認すること、と言い換

えてもよい。

つぎに、竹内敏晴は絶筆となった書におい

て次のように述べている。「わたしはここで

あなたの看板に会いたくはない、あなたとい

う人に会いたいのだ」と。これは、「竹内レ

ッスン」のなかの、ある「出会いのレッス

ン」での竹内の言葉である。「看板」とはあ

る職業の顔、役割上の顔のことと理解してよ

いだろう。いつもその看板を背負って仕事を

し、生活しているんですね、しかし、ここで

はそんなものは要りません、というわけであ

る。それは昨日のこと、あるいはさっきまで

のこと。いうなればその「看板」とは過去の

あなた。「いま」「ここで」「生きて」いる

「あなた」はどこにいるんだ？とレッスンを
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とおして彼は問い続ける。「レッスン」とは

日常の生活とは異なる聖なるところ、結界、

祝祭の場である。そこでは何が起こるかわか

らない。いま目の前にいる相手との間にどの

ような関係が生まれてくるのか、当の本人た

ちにもやってみないことにはわからないので

ある。看板をはずして（古い習慣に支えられ

た自分は外に飛び出して）そこに立つ。そし

て相手と向きあう。何かがひびき合う。それ

は静かなやりとりで生まれる共鳴かもしれな

いし、激しいとっくみ合いの末の共感かも、

あるいは決裂かもしれない。何かがひびき合

ったとき、その共にいる場で、わたしともあ

なたとも呼べないひとつの存在となる。劈か

れたからっぽの自分がそこにいる。

竹内は言う。「出会いとは、相手を理解す

るということではない。その人に驚かされる。

驚かされたとたんに裸になっている。相手の

前に見知らぬ自分が立っている。相手に突破

されてしまう。そういうことが出会いであ

る」と。

＊

このあたりでひとまず区切りをつけなけれ

ばならない。荒川らの「天命反転地」は、既

存の習慣化し固定化した古い身体感覚をいっ

たん壊すように建造された。身体が何らかの

新しい体験をするとき、新しい感覚が生まれ

る。そしてまた次の体験による新しい感覚に

よって先に獲得された感覚が壊される。こう

して次々とみずみずしい感覚が生み出される

ときにこそ、人間は「生きる」、というので

ある。それは、竹内の、看板ではなくあなた

に会いたい、「じか」に向き合うことによっ

て「からっぽ」にさせられる、そういう驚き

なしに人と人は「出会う」ことができない、

という考えと通底しているといえるだろう。

先にあげた数々のキーワードは、そのひとつ

ひとつが２１世紀の身体を考えていく上での

重要な糸口である。と同時に、それらは、大

きな問題系にあって、一つにつながっている

と思えてならない。
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武家礼法の身体観
Outlook on body of the manners of the samurai. 

椙山女学園大学人間関係学部教授

 山根　一郎
 Ichiro Yamane 

今まで、武家礼法（小笠原流礼法）にお

ける身体操作法を歩行（下肢）、腰（体

幹）、手（上肢）に絞って論じてきた（山根、

2007,2008,2009）。本稿ではそれらのまとめ

として、武家礼法の身体観と題して、全身の

あり方とその作法原理を問題にする。

1.　姿勢

小笠原流礼法の教室に入門すると、最初に

指導されるのは姿勢である。動作法としての

礼法は正しい姿勢を前提とするためである。

指導される姿勢は「生気体」といって

“気”が全身に充実した姿である。この場合

の“気”とは意識であり、意識を全身（頭か

ら手足の指先まで）にくまなく拡げる。自分

がどのような姿勢をとっているかを自覚でき

る状態である。気（意識）が入った身体箇所

は筋肉が一定の緊張状態となる。ただし関節

が自然に伸びる程度の状態であり、力
りき

んだり、

関節が伸びきった状態ではない。逆に気の抜

けた姿勢を「死気体」といい、見た目にも悪

い姿勢となる。

1.1　構えとしての姿勢

武家礼法にとって姿勢は“構え”である。

公的儀式のみを対象とする公家礼法と違って、

武家礼法が日常の私的空間での一挙手一投足

にまで及んでいるのは、礼法を”平時の武

芸”と位置づけているためである（小笠原流

では武芸と礼法は一体であり、総称して「糾
きゅう

法
ほう

」という）。武士にとっての平時は、戦時

に対する準備状態であり、平時そのものが構

えの時なのである。礼法は構えの法といって

もよい。

1.2　静中動

構えとは、次の不確定の動作に瞬時に至る

ための未決定な準備状態であり、その不確定

の動きを潜在化した一時的な静止姿勢である。

すなわち“静中動”を実現した状態であり、

構え自体が目的化（静を固定化）してはなら

ない。

1.3　立位の基本

構えとしての立位は、まず軽く腰を落とす。

すなわち膝と股関節を軽く弛緩させる。する

と前傾していた骨盤が水平になる。さらに腰

椎の前弯が小さくなり、それによる姿勢反射

で腹筋が軽く緊張する（臍のやや上部が凹む

形になり、ウエストが小さくなる）、胸椎の

反り返りが小さくなり、頚椎の真上に頭部が

載るようになる。尻や腹、あるいは胸が突き

出た（軍隊式気をつけ）姿勢とは正反対の、

緊張・凹凸のない自然で安定した垂直姿勢に

なる。上体（脊椎）の過度のＳ字カーブが修

正される元は骨盤の水平化であり、それを直
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接に可能とするのは膝と股関節の緊張解除で

ある。

膝の自由化はまた、下腿や足先の運動の自

由化にもつながり、また背部の緊張解除は、

肩甲骨の可動性を最大にし、上肢をも自由に

する。このように全身の構えは腰を起点に完

成される。

1.4　立位の構え二種

立位において、両足を横に開いて立つ「横

構え」と、前後に開いて立つ「縦構え」（い

わゆる半身）を使い分けるべきである。

横構えは、バスケットボールや野球の内野

手のように左右の移動に対応する構えであり、

縦構えは格闘技で使われるように前後に動い

て相手との”間合い”を調整する構えである。

逆に見れば、横構えは、前後方向の対処に

弱い構えである。両脚の股関節は横方向に間

隔があるため、人は横構えの方をとりやすい

が、たとえば駅のホームで電車を待つ時は、

横構えで立っていると、後ろから押されたり、

めまいなどで倒れたりすると、線路に倒れや

すく危険である。なので本学の授業では、駅

のホームに立つ時は縦構えで立つこと（しか

も後足に重心）を教えている。

1.5　坐位の基本

たとえば、動きから最も遠い正座（端座）

においても、折り畳んで尻に敷く足は左足を

上に右足を下にする。この根拠は両手を重ね

る場合のような「左尊思想」（左が右より格

上）ではない。脇差を抜刀せざるを得ない緊

急時に、いわゆる「居合抜き」で右足を踏み

出し、左膝を床に立てるためである（剣術で

は長時間の正座を前提としないので、足を重

ねない）。

また正座では腰を入れる（腰椎を前弯させ

る）ことで、上半身の重心が前方に移動する

ので、足がしびれることはなくなる。この姿

勢は生気体であり、気の入った美しい正座姿

勢は同時にしびれも防止するのである（上体

がだらしなく後弯した死気体が足のしびれを

もたらす）。また正座位は大腰筋が弛緩して

いるため、腰椎を前弯しても立位とちがって

骨盤の前傾を伴なわず、腰痛（背筋の過度な

緊張）を引き起こさない。

1.6　睡眠姿勢

武士は睡眠中も構えを解かない。そもそも

武家礼法の源流の１つである禅清
し ん ぎ

規において

は、睡眠姿勢は仰臥ではなく右
う そ く

側臥が正しい

とされている（禅では行住坐臥すべてが修行

である）。これはそもそも釈迦の涅槃像が右

側臥であることから、元来は古代インドでの

睡眠姿勢である。この姿勢が推奨されるのは、

人体の臓器配置の左右不均衡性にもとづいて

いる。右側臥は仰臥にくらべて腰や心臓を圧

迫せず、呼吸も楽で、さらに肝臓に血液を送

りこみやすい。

武士は旅宿で寝る時は、右側臥で刀を抱え

て寝た。伊賀の忍者も刀を抱えて寝るが、心

臓を一撃から守るためにあえて左側臥であっ

た。

1.7　手の構え

構えは手にもある。立位でも坐位でも手の

指は伸ばしきらず、第一関節を軽く曲げて腿

に添える。ただし指の間は空けない。手を腿

に揃えるのは、手の存在感を最小にするため

でもあるが、瞬時に左手で左腰に差した脇差
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の鯉口を切り、右手で鞘を掴んで抜刀するた

めの構えでもある。

武家礼法では、物を片手で持つ場合は左手

すなわち利き手でない方で持つことが多い。

通常、人は利き手で持ちたがるため、これは

あえて躾ないと身につかない。

なぜ利手でない手で持つのか。そもそも持

ち手の作法には、陰陽思想により、陽の道具

（香炉など）は左に持つ基準、そして陰陽思

想から派生した左尊思想により、主人・貴人

への書状は左に持つ基準がある。

だが夜間に廊下を歩く時に、燭台を左手で

持つという作法は、利き手の右手を空けて

おくためである。これは安全の基準である。

重い盆を持つ場合も、左手を拡げて底を支

え、右手は側面から軽く触れるだけにしてお

く。すなわち利手である右手は構えの状態に

しておく。歩行中に滑ったり、つまづいたり

した場合、反射的に身を支えようと手が出る

のは利手の方である。だから利手を構えにし

て、たとえ利手が外れても、持っている物を

落とさぬよう左手で下からしっかり支えるの

である。転倒して物を破損するという粗相を

防止する考え抜かれた所作である。この持ち

方は、茶の湯での茶碗の持ち方に応用されて

いる。もちろん高価な茶碗を粗相なく扱うた

めである。坐して碗を扱うだけの茶の湯の作

法しか知らない者は、この所作の真の意味に

思い至らないであろう。

2.　動作

2.1　動中静

構えが“静中動”を実現しているなら、動

きはその逆の“動中静”を実現する。動中に

静を保つのは腰である。腰は静中には動き、

動中では静止するのである。腰は身体の動き

の要（重心）であり、痛みやすい弱点でもあ

る。それゆえ腰を常に下肢と上体の動きの原

点として”静”にしておく。原点が動揺しな

いことで、そこから派生する体幹と四肢の動

きはつねに統合されたものとなる。不動点と

しての腰の作法は前稿（山根、2008）で論じ

てあるので、それを参照してほしい。

2.2　呼吸

歩行も拝礼も一動作一呼吸が基本である。

これは他の武術と同じく、禅の影響かもしれ

ない。

問題は呼気と吸気の使い分けである。礼法

では武術のように動作と呼気（吐気）を合わ

せるというわけにはいかない。拝礼の時は口

上を述べる時に必然的に呼気となるので、口

上後の拝礼動作は吸気とともにする。また歩

行でも、マラソンのように左右の踏出しと呼

吸とを合わせるので、速く吸ってゆっくり吐

くのではなく、吸気と呼気が同じテンポとな

る。ただし歩行動作と呼吸とのタイミングは、

数種類ある歩行パターン（歩幅と歩速が異な

る）によって異なる。いいかえれば、呼吸を

止めた動作というものは、少なくとも平時の

構えにおいては存在しない。

3.　礼法の根拠

身体観の問題とあわせて、いままで論じて

きた武家礼法の根拠を問題にしたい。

3.1　陰陽思想

動中静・静中動という表現は矛盾律を平気

で犯しているようで、西洋的論理では素直に
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理解しがたい。この東洋的表現は”無”（非

存在）を実体視するという矛盾律の超克（無

視）に由来すると思われ、仏教（とりわけ

老荘思想の影響を受けた禅）に顕著である

が、”有”の二元論である中国の伝統的な陰

陽思想にも見受けられる。この陰陽思想（と

五元論の五行思想）は近世までの日本の合理

思想であり、礼法とくに儀礼所作の根拠とな

っていた。陰陽は、たとえば易の卦において

陰・陽の二気が複合的に混合する（陰中陽、

陽中陰）ことによってダイナミックで創造的

な力が生まれるとされる。すなわち動（陽）

と陰（静）の一方に偏るのではなく、互いに

内包しあい自在に融合することこそが、理

想とされる。したがって動中静も静中動も、

陰・陽の混合態として、陰・陽いずれの局面

にも対応できる動的平衡状態を維持すること

でもある。

3.2　陰陽五行思想の位置

ただ、武家礼法が陰陽（五行）思想に束縛

されていたかというと、そうでもない。陰陽

思想が礼法の根拠として前面に出るのは、対

人的儀礼場面であるが、そのような場面です

ら、武家礼法では陰陽五行理論を機械的に適

用せず、他の基準によって変更される。

たとえば、仕官時の服（素襖上下）の色は、

四季に応じて指定されていた。古代中国では

天子の服の色は、春＝青、夏＝赤、土用＝黄、

秋＝白、冬＝黒と季節と五色との対応が五行

思想そのままである（『礼記：月令』）。と

ころが、日本の武家礼法では、春＝青（萌黄

色）、夏＝水色、秋＝黄、冬＝黒と変更され

ている（小笠原流礼書『万躾方之次第』）。

春の萌黄色は、緑を青に分類する日本では広

義には確かに青であるが、新緑の色である。

夏が赤でなく水色とまったく異なる色（五行

の属さない）にしているのは、赤では暑く感

じるので、涼しげな色に替えたのだという。

秋の白も使いにくいので、土用の黄を借用し、

冬の黒は暖色に分類されるので問題なしとい

う（小笠原流礼書『躾之書』）。すなわち公

式な服装規範においても五行よりも色彩心理

（色の温冷感）が優先されている。

このように礼法全体では陰陽五行の論理は

厳格には適用されず、むしろ他の原理では作

法を論理的に構成しにくい場合（儀式場面で

左右どちらの手から動かすかなど、本質的に

はどちらでもいい場合）に最終基準として利

用される。いいかえれば、作法基準としては

優先順が最低レベルなのである。ただし陰陽

基準は最終基準の論拠として明文化されやす

いので、礼法の全体構造を知らない人たちに

は過大評価されやすい。

3.3　普遍原理としての身体力学

実際の礼法（動作法）をコントロールして

いるのは、礼法とは別個に変化する服装・履

物あるいは住居構造など物理的要因である。

座敷と和服が端座（正座）を要求したように、

礼法はこれらの変化に従属する。ただ、これ

らの中で変らないのは、地球の引力と骨格構

造との関係である。

礼とはそもそも「 宜
よろ

しきに従う」（『礼

記：曲礼上』）ものである。これを現代風に

言い換えれば「最適な所作の選択」である。

そこで最適性の基準が問題となる。平時の構

えとしての武家礼法が最優先したのは、安全

性の確保を第一義とした身体力学であった。

安全性が確保された上で、次善なる基準、た
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とえば所作の美しさや相手への表敬が考慮さ

れた（陰陽の基準は儀式や表敬の記号として

使われる）。

礼法（作法）の実践とは最適な所作を追究

することである。そのためには、自己の身体

と扱う物・空間との対話が必要となる。現代

に伝わる武家礼法は先人たちのそれらの真摯

な対話の成果なのである。
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E・O・ウィルソンによる人類の未来の予言について
On the Prediction of Human Future by E. O. Wilson 

椙山女学園大学人間関係学部准教授

 音喜多　信博
 Nobuhiro Otokita 

1.　はじめに

今日の人間をめぐる進化生物学的研究の進

展には目を見張るものがある。イデオロギー

的な対立をはらんだ社会生物学論争は終焉を

むかえ、社会生物学の人間への適用によって

人間の「本性」が明らかになりつつあるよう

に思われる。近年は、人間の行動を対象とし

た社会生物学から、人間の心理を対象とした

進化心理学へと研究は展開している。このよ

うな動向に力を得て、社会生物学の泰斗E・

O・ウィルソンは自然主義的に諸学問を統合

していくプロジェクトを「コンシリエンス

（consilience）」と名づけ、それを1998年刊

の『知の挑戦』（原題は、Consilience）に

おいて壮大に展開してみせた。

そのなかでは、人間は徹頭徹尾自然科学的

な探求の対象となり、行動や心理の傾向性の

みならず、人間独自の領域と考えられてきた

道徳・倫理も自然科学的に（つまりは物理学

還元主義的に）説明されるべきものとされる。

『知の挑戦』のなかでウィルソンは、伝統的

な宗教の起源を進化生物学の枠組みのなかで

説明することによってその幻想を暴き、また

近現代の倫理学者たちは生物学的原理につい

て無知なゆえに無力であると宣告している。

このような議論に対して、科学哲学的な立

場から批判すべきことはたくさんある。たと

えば、ウィルソンは、諸学問体系のあいだで

の還元関係（たとえば生物学を化学や物理

学へと還元すること）について、かなり素朴

な考えを抱いている。また、彼はその「遺伝子

―文化共進化」の仮説において、「後成規則

（epigenetic rules）」なる概念を持ち出し

ている。後成規則とは、人間の心の発達の方

向について遺伝的に決定されている規則のこ

とである。この規則があるために、人間の遺

伝子・心・文化は緊密に結びついているとさ

れるものの、「後成規則」概念の科学的な身

分は必ずしも明確になっているとは言いがた

い。しかしながら、本稿ではそのような点に

ついての科学哲学的批判を展開するつもりは

ない。そうではなくて、人間の未来について

の思索者としてのウィルソンの「人間観」に

焦点をあててみたいのである。

さて、『知の挑戦』のウィルソンは、上記

のような還元主義的な人間理解を推し進めよ

うとするとともに、そのような人間理解だけ

では不十分であることをも指摘している。そ

こでは、諸学問の統合のヴィジョンとともに、

そうした諸学問をたずさえた人間が進むべき

未来の「行き先」が示されている（第12章）。

そこでウィルソンは、「倫理がすべてだとい

う根本原理」（C:332/363）について語って
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いる。進化の原理が倫理を包括すると述べた

あとで、今度は倫理がすべてを包括するとい

うのである。

このような、一見したところ矛盾するウィ

ルソンの言明は何を意味するのであろうか。

還元主義的に人間を説明したあとで、何が問

題になるというのであろうか。本稿では、人

間の未来の道行きについてのウィルソンの見

解を追ってみたい。

２.「自然主義のジレンマ」とそれへの回

　………答

さて、哲学や倫理学の分野には「自然主義

的誤謬」という概念がある。これはつまり事

実（「～である」）から当為（「～べし」）

を直接に導き出すことはできない、事実から

当為を直接導き出すことは「誤謬」だ、とい

うことである。ウィルソンは、この「自然主

義的誤謬」の議論を言葉のうえでだけの議論

であると考え、まったく意に介していない。

ウィルソンによれば、進化の過程で身につけ

てきた人間の特性が、（遠い道のりを経ての

ことではあるが）人間社会の道徳を規定して

いることは明らかである。つまり、社会生物

学によって明らかになった「事実」が、「当

為」の解明にも大いに役立つとかなりシンプ

ルに考えている。

しかしながら、ウィルソンは、社会生物学

が人間の道徳の領域に侵入するときの問題に

ついてまったく気づいていないわけではな

い。ウィルソンは、それを「自然主義のジレ

ンマ」と言い表している。『知の挑戦』では、

「自然主義的誤謬は、自然主義のジレンマに

還元される」（C:280/306）と言われている。

ウィルソンは、すでに『知の挑戦』の20年前

に刊行された『人間の本性について』におい

て、自然主義のジレンマとして三つのものを

あげている。まずは、そのうちの二つについ

て見てみよう。

【ジレンマ１】

自然主義を推し進めることによって、われ

われは宗教や伝統的倫理観の幻想を暴き、そ

の土台を掘り崩してしまう。つまり、「どん

な生物も、その遺伝的歴史によって形成さ

れた諸規範を超越する目的などというもの

を持ってはおらず、人間もその例外ではな

い」（HN:2/16）のだから、道徳には「超越

主義者」の言うような永遠の根拠などないと

いうことが明らかになる。このような幻想

の破壊から帰結することは、一種の道徳的

相対主義と、「人間のおかれた条件に関す

る、ますます大きくなる寄る辺なさの感覚」

（HN:195/357）であろう。

しかしながら、ウィルソンはこのような相

対主義に居直ることをよしとせず、われわれ

は「より大きな目的の感覚」（C:295/322）

なしに生きることはできない、とも述べてい

る。

【ジレンマ２】

つぎにわれわれが直面する問題は、諸々

の伝統的道徳の生物学的起源が明らかにな

り、それらが相対化された後で、われわれは

それらのうちの何を選択するのか、というこ

とである。つまり、われわれは、「われわれ

の生得的な心的諸傾向の中から意識的にど

れかを選択しなければならなくなること」

（HN:195―196/358）という課題の前に立た

されるのである。

ウィルソンによれば、「人間の本性とは、
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氷河期の狩猟採集民の世界という大幅に姿

を消してしまった環境への特殊な遺伝的諸

適応の混合体である」（HN:196/358）。現

代社会は、そのような進化的な文脈とは異な

る環境にあるものの、われわれは遺伝的進化

の遺産を継承している以上、そこから全面的

に自由であるというわけではない。「そし

て、第二のジレンマの中心には或る循環性が

見いだされることとなる。すなわち、われわ

れは、人間の本性の諸要素のなかから選択を

するときに、進化時代にそれらの諸要素によ

って形成され、そしていまでは長いこと姿を

消してしまっている諸々の価値システムを

参照するように強いられているのである」

（HN:196/359）。

自然主義の「第二のジレンマ」を前にして

何を選択するのかという難題に対して、ウ

ィルソンは、目指すべき「基本的な価値」

（HN:196/359）としてつぎの三つをあげる

ことによって答えている。

【 価 値 １ 】 人 類 の 遺 伝 子 の 存 続

（HN,196/359）

「ある個人のもっているDNAは、過去

の任意の世代におけるすべての祖先たちか

ら、ほぼ等量ずつの寄与を受けて形成され

ているし、また、その個人のDNAは、将

来の任意の時期におけるすべての子孫たち

に、ほぼ等量ずつ分配されるであろう」

（HN:197/360）。たとえば、われわれは

1700年当時の人々の中に200人を超す先祖を

もっている。さらに、1066年ごろの先祖の数

は、最大で数百万人である。このようにして、

「進化の長期的な過程をより離れたところか

ら見るならば、われわれは、自然選択の盲目

的な意志決定過程を越えてものを見ることが

できるし、また、人類の種全体という偶然の

背景を越えて、われわれ自身の遺伝子の歴史

と未来を心に描くことができるに違いない」

（HN:197/361）。

進化の歴史のなかでは、「人類」全体の

存続を目標とする利他性など要求されるこ

とはなかった。しかしながら、われわれは

「人類」というものの遺伝的な連続性につ

いての生物学的な認識を得ることによっ

て、「人類」という旗印のもとに連帯する可

能性をもちうる。このことを、ウィルソン

は、人間だけがもつ「高邁さ（nobility）」

（HN:197/361）という言葉で表現している。

【価値２】人類の遺伝子プール内の多様

性を保持すること（HN:198/362）

生物の示すほとんどの能力は、複数の染色

体上の多数の遺伝子の組み合わせによって規

定されていると見られる。有性生殖によって

両性の遺伝子はランダムにシャッフルされる

のであるから、たとえば天才的な才能をもっ

た人物は非常にまれにしか生まれず、しかも、

その個人は自らの優れた資質を子どもたちに

伝えることができないということが予想され

る。優劣いずれにせよ、非常に例外的な個体

というものは、統計的な分布曲線の両極端の

いずれかの部分に位置する。このように、人

類に貢献すると見られる天才たちの遺伝的素

質は遺伝子プールのなかに分散しているので

あり、その出現を予測したり、見積もったり

することはできない。そうである以上、遺伝

子プール全体の保存を当座の基本的価値目標

としておくべきである。

なお、この項目には以下の但し書きがつい

ている。「人間の遺伝についてほとんど想像

を絶するほどの多くの知識を得ることによっ
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て、民主主義的に考案された優生学という選

択肢が、われわれにあたえられるような時が

来るまでは [・・・]」（HN:198/363）。こ

の問題は、以下で自然主義の「第三のジレン

マ」として登場するので、そこで振り返りた

い。

【価値３】普遍的人権（HN:198/363）

「われわれの社会は、哺乳類的な設計に基

づいたものである。すなわち、個人はまず何

よりも自分自身の生殖の成功を求めて、その

つぎに自分の直近の血族の生殖の成功を求め

て格闘している。さらなる不承不承の協力行

為は、集団の一員としての利益を享受するた

めに行き当たった妥協の産物を示している」

（HN:199/364）。そのことを認めるならば、

人間の社会においては、個人の自由に最も重

きをおくべきである。ウィルソンは、つぎの

ような例をあげている。アリやミツバチのよ

うな社会性昆虫にとっては、個人の自由な

どという考え方は本質的に有害なものであ

る。アリやミツバチには不妊ワーカーたちが

いて、彼らのコロニー（彼らにとっての血族

集団）の維持に「〈ハードコアな〉利他性」

（HN:155/284）、つまり自分の生命を賭す

ほどの利他的行動で貢献しようとする。これ

に対して、哺乳類も「〈ハードコアな〉利他

性」をもつが、それはごく少数の血族に対し

て発揮されるのであって、それ以外の集団の

成員に対する利他性は「〈ソフトコアな〉利

他性」（HN:155/285）、つまり相互に利益

を得るという条件付きの利他性であるにすぎ

ない。ここから、ウィルソンは、全体主義的

な社会は人間の本性に反していると結論づけ

る。そして、個人の人権（つまるところは生

殖とそのための資源獲得の権利）を普遍的に

保障するということは、哺乳類の一種として

の人間のあり方にかなっているのではないか、

と推測している。

これら三つの基本的な価値に加えて、ウ

ィルソンは、遺伝的適応度の功利的計算で

は割り切れない「二次的な諸々の価値」

（HN:199/364）をつけ加える。それはすな

わち、「探索行動のもたらす熱中と諸感覚

の鋭敏化、発見のもたらす高揚、闘いや競

争的スポーツにおける勝利の喜び、適切かつ

誠実に行使された利他的行為のもたらす安ら

かな満足感、民族的・国民的プライドに伴う

感動、家族の結びつきのもたらす心強さ、動

物や生い茂る植物が身近にあることに由来す

る、安心感をもたらす生物愛好的な喜び」

（HN:199/365）などである。ウィルソンに

よれば、これらの価値もやはり、自然選択が

原動力となって歴史的に形成されてきたもの

である。

以上のような人間がめざすべき価値目標に

ついてのウィルソンの議論は、自然主義の立

場から人間の進むべき未来についての予言を

おこなうものであり、大変興味深いものであ

る。その一方で、ウィルソンの議論は少なか

らぬ飛躍を含み、必ずしも厳密なものであ

るとは言えない。何よりも、このような議

論だけで、「自然主義的誤謬」の問題が解

消されたことにされてしまってはかなわな

い。そうではあるが、ここではメタ倫理学的

問題点をあげつらうことは控え、ウィルソン

が「第三の」、「最後の精神的ジレンマ」

（HN:208/380）と呼ぶ、ヒト遺伝子の改変

問題へと議論の場を移したい。
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３.人類はどこへ向かうべきなのか―ヒト

　…遺伝子の改変について

現在、生命倫理学の分野で、遺伝的エンハ

ンスメント（能力増強）がホットなトピック

スとなっていることは周知のとおりである。

これは、「積極的優生」と呼ばれることもあ

る。つまり、「消極的優生」が、遺伝病など

の「望ましくない」遺伝的傾向をなくしてい

こうというものであるのに対して、「積極的

優生」は「望ましい」遺伝的特性を遺伝子プ

ールのなかに増やしていこうというものであ

る。（たとえば、知能・体格・運動能力・審

美的特性の向上、協調的性格の昂進などがこ

れに当たる。）消極的優生は、障害をもった

人たちに対する差別につながる可能性があり、

その意味で多くの問題をかかえている。それ

に対して、積極的優生については、よい属性

を人間につけ加えていこうというものである

のだから、差別の問題は生じないとされてい

る。また、今日の積極的優生は、かつてのよ

うに国家や社会が優生的処置を個人に強制す

るものではなく、個人の自己決定にまかせら

れている限りにおいて、これを絶対的に禁ず

る理由に乏しいようにも思われる。このため、

今日の優生思想は「リベラル優生思想」と称

されることもある。

過去の積極的優生政策は、優れた属性をも

った者同士の結婚の推奨などという手段をと

っていたが、近未来の積極的優生は生殖細胞

系列の遺伝子操作という手段をとることにな

る。ヒト遺伝子の操作に反対する慎重派から

は、遺伝子操作の安全性が確立されていない、

エンハンスメント的処置を施した者だけが社

会的に有利な立場につくことになり、社会的

不平等が生じる、などといった批判が出され

ている。これに対して、仮に安全性が完全に

確立されるならば、個人の自律や自由という

リベラリズムの根幹を崩さない程度の処置

（老化の遅延、免疫系の強化、記憶力の増大

など）であれば、エンハンスメントは認めら

れるのではないか、というのが今日のリベラ

リズムや功利主義の大枠の考え方であるよう

に思われる。

さらにここで、積極的優生に対するもうひ

とつの批判を考えてみたい。それは、「人間

の本性」に訴える慎重論である。それによれ

ば、現在の人間の特性は、約400万年という

人類進化の歴史、つまりは地球環境への適応

の歴史のなかで形成されてきた。さらに言え

ば、人間のDNAは約38億年という長い生物

進化の産物である。このような歴史をもつ

「人間の本性」を変えてしまうことは許され

ないのではないか、というのである。

このような「人間の本性」論には、ある程

度の説得力があるものの、絶対的に維持でき

るものではないということが、生命倫理学者

たちによって指摘されている。現在われわれ

が考えている「人間の本性」というものは、

あくまで現代の人類の特徴を指すのであるが、

この状態を維持することが絶対の「善」であ

るという根拠は薄弱である。たとえば、ある

種の遺伝病が現在も人類を苦しめている。さ

らに、人類の遺伝子プールはこれまでさまざ

まに変化してきたものであり、また、今後も

進化の過程で変化していく可能性がある。と

すれば、なぜ現在の遺伝子プールの状態だけ

を「人間の本性」を形づくるものとして特権

化し、それを保持する必要があるのであろう

か。なぜ、150万年前の遺伝子プールではな
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いのか、また、なぜ未来のある時点の遺伝

子プールであってはならないのか。そもそ

も、事実から当為を導き出すことは誤謬であ

るのだから、生物学的に人間はこのようなも

の「である」という「事実」を根拠に、その

人間の特性を変える「べき」ではないという

「当為」を導き出すことはできないはずでは

ないか。

このようなエンハンスメントをめぐる議論

に対するウィルソンの立場はどのようなもの

であろうか。たとえば、ウィルソンはつぎの

ように述べている。

「私は、未来の世代は遺伝に関して保守的

であろうと予想している。彼らは、障害とな

る欠陥を修正するほかは、遺伝の変化に抵抗

するだろう。彼らは情動や心的発達の後成規

則を救うためにそうするのであり、なぜなら、

これらの要素は種の自然な精神を構成するか

らである」（C:309/339）。こうして見ると、

ウィルソンの議論は「人間の本性」に基づく

慎重論の一種であると言える。

さきに、ウィルソンは自然主義の立場から

宗教や伝統的な倫理観に対して異を唱えてい

るということを見てきた。その彼が、ヒト遺

伝子の改変という問題に関しては、保守主義

的な立場を表明していることは興味深い。こ

のような慎重論をとる背景には、彼の生物学

者としての謙虚さがある。ウィルソンは、そ

もそも「われわれは人間の存在意義を知らな

い」のだから、「何百万年にもおよぶ生物学

的な試行錯誤によってつくられた、種の存在

を定義づける核をどうして放棄しなくてはな

らないのか」（C:309/339）との疑問を呈し

ている。人間の進化に関するわれわれの知は

きわめて限定されたものであり、いわんや

「人間の存在意義」については、ほとんど何

も分かっていないに等しい。そのような状態

である以上、長い進化の歴史のなかで形成さ

れてきた人間の生物学的特性を尊重するとい

うのが、賢明な選択であろう。ウィルソンは、

「人間の本性」に関するわれわれの知の限界

に思いを致すように警鐘を鳴らしているので

ある。

そもそも、われわれがそのような知を完全

なかたちで所有する日は永遠に来ないのかも

しれない。しかし、もしその時が来たらどう

なるのであろうか。ウィルソンはつぎのよう

に述べている。

「人類は、氷河時代への諸適応という、部

分的にはもはや時代遅れの安普請の基盤の上

でためらいながらも、同一のままとどまろう

とするのであろうか。それとも、情動的反応

の能力を強化―あるいは弱化―しつつ、一段

と高い知能や創造性へと向かって押し進もう

とするのであろうか。新しい社会性のパター

ンを少しずつ人間に導入することも可能とな

るかもしれない。[・・・] だが、ここでわれ

われはまさに人間性の本質について語ってい

るのである。ことによると、そのような変化

を引き起こすことを一切阻止しようという何

ものかが、すでにわれわれの本性の中に存

在しているのかもしれない」（HN:208/380―

381）。

つまり、われわれの情動や心的発達の後成

規則を守るということ自体が、われわれの本

性のなかに（つまりは遺伝子のなかに）存在

するのではないかというのである。

このようなウィルソンの仮説を支持する明

確な証拠はない。しかし、回答のひとつとし

て十分に考察に値するものである。たしかに
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遺伝子は保守的である。変異が起こらない限

り、自らの「コピー」をつくることが遺伝子

の傾向性である。遺伝子の乗り物であるわれ

われの脳には、遺伝子保守主義が植えつけら

れているのかもしれない。このような遺伝的

保守の傾向を人為によって断ち切り、人間自

らが自分の属性を遺伝子工学的に変えていく

こと、言いかえるならば「意志による進化」

（C:305/334）に身を委ねてしまうことは許

されるのだろうか。ウィルソンの答えは、そ

れを望まないことがわれわれの本性だという

のである。

ウィルソンの回答は楽天的すぎるのかもし

れない。それでも、われわれは彼に耳を傾け

るべきである。われわれは自然主義者ウィル

ソンの楽天的ヒューマニズムとでも呼ぶべき

立場のなかに、ある種の健全性を見てとるこ

ともできる。エンハンスメントをめぐる生命

倫理学的な議論なかで、ある意味ロジックの

うえだけで論じられている事柄について、ウ

ィルソンの言説がもういちど直観的な基盤

をあたえてくれる可能性はある。（これは、

「バイオフィリア」仮説をもって、自然環境

（とくに生物多様性）保護の正当性を訴える

活動家としてのウィルソンにも通ずる側面で

ある。）

私としては、ウィルソンがやすやすと「事

実」と「当為」の溝を飛び越えてしまってい

ることに危惧の念を抱きつつも、人間の未来

についての思索者としてのウィルソン、自然

主義のジレンマに当面してひとり佇んでいる

ウィルソンの言に、耳を傾け続けていきたい

と思うのである。
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１.　緒…言

これまで筆者らは、2ヵ年にわたり、女子

学園に通う生徒・学生のライフスタイルの将

来展望に関する調査研究を実施してきた。

2007年度には、椙山女学園中学校・高等学校

および椙山女学園大学に通う生徒・学生

1,188人に対するアンケート調査を行った１）。

その結果、彼女たちが理想とする将来のライ

フスタイルの平均像は、「①20歳代後半で1、

2歳年上の、家庭を大事にし、性格がよく経

済力のあるパートナーと結婚する、②結婚後

2～3年たったら子どもを2人産む、③出産後

は仕事をやめ、子育てに専念する、④子育て

が一段落したら、パートで再就職する、⑤結

婚生活においては、家事は主に自分が行い、

子育ては二人で協力し合う、⑥家計は自分が

管理する」というもので、近年の平均的な女

性のライフスタイル調査の結果に比べ、伝統

的な性役割やＭ字型就労を志向する傾向が強

いことが明らかとなった。また、そのような

傾向については、比較的経済的に恵まれた環

境の中で子育てに専念し、家事を一手に担っ

てきた彼女たちの母親がロールモデルになっ

ていることが要因ではないかと類推された２）。

一方、学校段階別の理想のライフスタイル

をみると、中学・高校・大学への移行に伴い、

結婚・出産後の就労の継続や再就職に対する

希望が強くなる傾向が確認された。そこで、

2008年度には、前年度の調査データより、就

職や結婚、出産に対する現実的なイメージを

抱きやすい大学生（1・2年、6学部723人）を

抽出し、専攻分野別の違いが上記の理想のラ

A Report of the Women's Studies Project

女子大卒業生のライフコースに関する―考察
―25事例の分析―
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イフスタイルに影響を及ぼすか否かを明らか

にすることを目的に、学部別の比較研究を実

施した３）。各学部の特徴を相対的に比較する

と、「生活科学部は、家庭と仕事の両立や経

済・健康などの多様な価値を重視し、子育て

へのこだわりも大きい“マルチ型”、現代マ

ネジメント学部は“仕事・経済重視型”、教

育学部は“仕事・子ども重視型”、人間関係

学部は“家庭・子ども重視型”、文化情報学

部は“出産退職志向型”、国際コミュニケー

ション学部は“健康・子育て志向型”」であ

ることが考察された。また、各学部のカリキ

ュラムと上記の結果を照合すると、人間関係

学部、文化情報学部、国際コミュニケーショ

ン学部では経済的な自立や職業的な生活につ

いて、現代マネジメント学部では家族観や子

育て観について、文化情報学部、国際コミュ

ニケーション学部ではライフスタイル全般に

ついて教育機会を充実させることが課題であ

ることが推察された４）。

本研究では、これらの成果を受け、上に示

したような女子学園に通う生徒・学生の理想

のライフスタイルが、彼女たちの卒業後の生

き方にどのように反映されていくかについて

明らかにするとともに、これまでの分析にお

いて見出されたいくつかの仮説的考察の検証

を試みることにした。すなわち、卒業生への

インタビューを通して、①大学在学時の理想

のライフスタイルとその後の現実のライフス

タイルを比較し、共通点と相違点及びその理

由を明らかにすること、②卒業後のライフコ

ース決定に際し、母親がロールモデルとして

機能しているか否かを検討すること、③卒業

後に役立った授業や活動ならびに在学時に学

んでおきたかった内容を、学部別に配慮しな

がら具体的に捉え、今後の教育課題を確認・

把握すること、の3点を本研究の目的とした。

併せて、④卒業生から在学生・在校生へのメ

ッセージを得ることにより、現在の生徒た

ち・学生たちに対し、今後のキャリアデザイ

ンに関する示唆を得るとともに、女子学園の

存在意義などについても、広く検討していき

たいと考えた。

2.　研究方法

１）調査方法および調査対象者の特性

本研究は、前述のとおり、本学卒業生に対

するインタビュー調査により実施した。調査

期間は2009年8～10月で、27～37歳の本学卒

業生25名（表１）に対し、6人のインタビュ

アー５）が、ライフコース等に関する聞き取り

を行った。なお、調査対象者の選定にあたっ

ては、学部別に、結婚の有無、子どもの有無、

就労状況などのライフスタイル及びライフコ

ースについて多様なパターンを比較できるよ

う配慮した。

２）調査内容

主な調査内容は、以下のとおりである。

「回答者の属性や背景となる状況」につい

ては、年齢・卒業学部・学科、卒業年、出身

中学・出身高校、子どもの頃の母親の就労状

況とそれに対する評価（賛否）、現在の結

婚・子どもの有無（人数）、現在の就労状況

を確認した。また、「ライフコース、現在の

生活、学生時代に大事だと思うこと」につい

ては、卒業後のライフコース、（既婚者に対

し）現在の家事・育児の分担状況と家計管理

の方法、中学・高校・大学で学んだことで役

立っている授業やその他の取り組み、中学・

高校・大学でこのようなことが学べたらよか
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ったといま思うこと、在学時にイメージして

いた理想のライフコースやライフスタイル６）、

今後の仕事やキャリアに関する見通しや希望、

在学生・在校生へのメッセージを尋ねた。

３）分析方法

　分析にあたっては、まず、25名の卒業生に

対するインタビューの結果から、①学生時代

の理想のライフコースと現実のライフコース

及び今後の展望、②母親のライフコースとそ

れに対する評価、③学校・大学で学び役立っ

ている授業・活動、学んでおきたかった授

業・活動、④在学生・在校生へのメッセージ

の 4点を抽出・整理することにした。次いで、

これらの結果を学部ごとに、また全体として

総括し、前掲の目的に応じた分析を実施し、

女子大卒業生のライフコースの実態とそれに

番号 事例
記号

調査
対象者

卒業
学部

卒業
学科

（専攻）
年齢 結婚 子どもの有無

（人数）
仕事（職業）

の有無

卒 業 学 部
（学科）に対応

する現 在 の
学部

1 生1 Ａ氏 生活 食栄 32 未婚 なし あり（フル） 生活
2 生2 Ｂ氏 生活 食栄 32 既婚 あり（２人） なし 生活
3 生3 Ｃ氏 生活 食栄 34 未婚 なし あり（フル） 生活
4 生4 Ｄ氏 生活 生環 35 既婚 なし あり（フル） 生活
5 生5 Ｅ氏 生活 生環 36 既婚 なし あり（フル） 生活
6 生6 Ｆ氏 生活 生環 36 既婚 あり（２人） あり（パート） 生活
7 生7 Ｇ氏 生活 生環 35 既婚 あり（２人） なし 生活
8 社１ Ｈ氏 生活 生社 31 既婚 なし あり（パート多数） 現マネ
9 社２ Ｉ氏 生活 生社 31 未婚 なし あり（フル） 現マネ
10 社３ Ｊ氏 生活 生社 37 既婚 あり（3人） なし 現マネ
11 社４ Ｋ氏 生活 生社 33 既婚 あり（1人） なし 現マネ
12 社５ Ｌ氏 生活 生社 37 既婚 あり（1人） あり（フル、育休中） 現マネ
13 社６ Ｍ氏 生活 生社 37 既婚 あり（1人） あり（フル、育休中） 現マネ
14 文１ Ｎ氏 文学 英文 37 既婚 あり（1人） なし 国コミ
15 文２ Ｏ氏 文学 英文 34 既婚 あり（1人） なし 国コミ
16 文３ Ｐ氏 文学 英文 30 未婚 なし なし 国コミ
17 文４ Ｑ氏 文学 国文 31 未婚 なし あり（フル） 国コミ
18 文５ Ｒ氏 文学 国文 30 既婚 あり（1人） あり（フル） 国コミ
19 人1 Ｓ氏 人間 心理 34 未婚 なし あり（フル） 人間
20 人2 Ｔ氏 人間 教育 33 既婚 あり（1人） あり（フル、育休中） 人間
21 人3 Ｕ氏 人間 教育 29 既婚 なし あり（フル） 人間
22 人4   Ｖ氏 人間 教育 34 既婚 あり（1人） あり（フル） 人間
23 人5 Ｗ氏 人間 教育 31 未婚 なし あり（フル） 人間
24 人6 Ｘ氏 人間 教育 27 未婚 なし あり（フル） 人間
25 人7 Ｙ氏 人間 教育 27 既婚 あり（1人） なし 人間

注）１．学部名は生活科学部、文学部、人間関係学部、現代マネジメント学部、国際コミュニケーション学部を略記してある。
　 ２．学科名は食品栄養学科、生活環境学科、生活社会科学科、英文学科、国文学科を略記してある。ただし、人間
　　　関係学部は、専攻名（心理学専攻、教育学専攻）を略記してある。

表１　調査対象卒業生の基本属性
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関する諸課題を検討することにした。 ３．結果および考察

１）25名の女子大卒業生に対するライフコ

　　ース等に関するインタビュー結果

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代は、20歳代後半で結婚し、2～3年後には子どもを産み、結婚・出産後も変わらずフルタイム
で働きたいと考えていた。また、将来（10年後を想定、以下同様）は、家庭科教員になることを理想と
していた。これに対し、実際には、指導教員の勧めもあり、学部卒業後、大学院修士課程へ進学するこ
とになった。大学院修了後は、順調に大学助手の職を得て、いまは、短期大学の教員となり、すでに博
士号も取得している。32歳現在、未婚である。
　現在の関心の中心は仕事（論文作成）にあり、結婚は「できたらいい」、子どもも「できたら産んで
もいい」という程度で、強いこだわりはもっていない。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　母親は、乳児期から大学院卒業後まで一貫して無職であった。Ａ氏は、専業主婦の母親に対し「肯定
的」にとらえており、特に幼少時には、いつも母親が家にいることから、話をしたい時にすぐに対応し
てもらえることを嬉しく思っていた。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　現在、専門職に就いているため、栄養学総論、栄養指導論など大学及び大学院で学んだすべての専門
科目が仕事に役立っている。また、生活経営学でライフサイクルについて考えたことも印象に残ってい
る。授業以外では、高校時代の生徒会活動が、友人関係をつくることに役立った。現在の仕事に必要な
疫学、統計学などを大学時代にもっと学びたかった。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　学生時代は精いっぱい学び、遊んでほしい。また、椙山で一緒だった友人は一生の宝になるので大切
にしてほしい。

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代は、20歳代後半で結婚し、2～3年後には子どもを産み、結婚・出産後も変わらずフルタイム
で働きたいと考えていた。また、将来は栄養士になることを理想としていた。これに対し、実際には、
26歳で結婚後、子どもを欲しい（体を休めたい）と考えて退職し、29歳、31歳で出産、32歳の現在、2
子の母として専業主婦で家事・育児を担っている。
　将来的には、子ども2人が幼稚園へ行ったら仕事をしたいが、保育園に預けない範囲で働きたい。保
育士や公文の指導員などの資格をとり、自宅で働ける方法がよい。子どもが小学校高学年になるころに
は、経済的な必要と自己実現の意味から、外に出てフルタイムで働きたい。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　母親は、小学校低学年までは働いていなかったが、その後、パートタイムで勤務していた。専業主婦
の母親も、働いていた母親も「肯定的」にとらえていたが、とくに、幼少期には、自分が帰宅するまで
には家に戻っていてくれる母親の働き方が好ましかった。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　高校、大学で学んだ調理実習は、技術面で現在も家事に役に立ち、仲間と楽しく取り組んだことは良
き思い出でもある。授業以外では、スーパーマーケットでのアルバイトにより社会的人間関係を学ぶこ
とができ、現在の夫と知り合う機会ともなった。大学時代に、先輩女性から卒業後の話をきくキャリア
デザインに役立つ授業（機会）があればよかった。
④ 在学生・在校生へのメッセージ

　ぜひ結婚、出産を経験してほしい。これらを機に、人生においての考え方が大きく変わると思う。

(1)…事例【生１】：大学院へ進学・修了後、大学助手を経て短大教員となったA氏

表２‐１…Ａ氏のインタビュー結果

(2)…事例【生２】：結婚後企業を退職し、２児の育児に専念するＢ氏

表２‐１…Ａ氏のインタビュー結果
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(3)…事例【生３】：大学卒業後、専門分野関連企業に就職し働き続けるＣ氏

表２‐３…Ｃ氏のインタビュー結果

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代は、20歳代後半に結婚し、子どもを2人産み、結婚・出産後もフルタイムで働きたいと考え
ていた。実際には、現在未婚で、卒業時に就職した食品会社に勤務し続けており、食品製造の品質管理
の仕事をしている。
　将来的には40歳ぐらいまでには結婚し、子どもを2人もうけたいと考えている。仕事も続けたいと思
っている。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　母親は、乳幼児期から大学卒業まで無職であった。祖父が住職だったので、お寺の仕事の手伝いなど
はしていた。Ｃ氏は、このような母親に対して「肯定的」な感情を持ち続けていた。家に帰ると母親が
いるのは当たり前で、母親にべったりだった。周りの子どもたちの多くも母親が家にいたので、専業主
婦の母親というものにプラスのイメージを持っていた。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　食品栄養学科卒業で、食品関係の仕事に従事しているので、大学で学んだ知識がそのまま役立つわけ
ではないが、仕事上のヒントになることがある。
　女子大を経験したことにより、女性との関係づくりに慣れることができた。工場には女性のパートや
アルバイトの人が多いが、その人たちと良好なコミュニケーションを保つ上で大学時代の経験が役立っ
ている。
　就職に関するサポートが活発ではなかったので、社会人として役立つスキルなどについて、学ぶ機会
があればよかった。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　就職してすぐにやめてしまう人がいるが、仕事は少しぐらい嫌でもつらくても、多少のことは我慢し
てほしい。続けてみることによって、自分の気持ちも変わり、仕事が楽しくなる時が来ると思う。ただ
人に言われたことだけをするのでなく、自分の目標を見つけて頑張ってほしい。

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代は、20歳代後半に同世代の人と結婚し、結婚・出産後もフルタイムで働きたいと考えてい
た。これに対し、実際には20歳代後半に7歳年上の人と結婚し、卒業時に就職した食品会社の企画開発
部の仕事を続けている。子どもはまだいない。
　将来的には、子どもはほしいと考えている。仕事については、今後もずっと現在の会社に居続けるか
どうかはわからないが、働き続けるつもりでいる。趣味の弓道も続けていきたい。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　母親は、中学3年生ぐらいまでは在宅で内職をしていて、その後はパートで働いていた。母親は仕事
はしていたが、不在だったわけではないので、「ひとりぼっち」ではなかった。そのため、働いている
母親を「否定的」に捉えるということはなかった。友人の母親もパートなどをしていて同じような状況
だったので、それがあたり前だと思っていた。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　食品学・栄養学が仕事や日常の食生活に役だっている。
　伝統芸能に関すること・マナー・一般的な経済知識などが学べたらよかったと思う。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　若い時から、いろいろな世界があることを知ってもらいたい。

(4)…事例【生４】：大学卒業後、専門分野関連企業に就職し結婚後もフルタイムで働くＤ氏

表２‐４…Ｄ氏のインタビュー結果
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(5)…事例【生５】：私学教員を退職し結婚、主婦、講師を経て公立高校教員となったＥ氏

表２‐５…Ｅ氏のインタビュー結果

(6)…事例【生６】：出産退社し、子育て優先で可能な働き方を実践するＦ氏

表２‐６…Ｆ氏のインタビュー結果

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代は、20歳代後半で結婚し、その後すぐに子どもを産み、結婚・出産後も変わらずフルタイム
で働きたいと考えていた。また、将来は家庭科教員になることを理想としていた。実際に卒業後、私立
高校で専任教員を務めたが、26歳の結婚前に退職し、その後、専業主婦と非常勤講師を経て31歳で愛知
県教員採用試験に合格、32歳より公立高校の専任教員を務めている。子どもはほしいが、現在はいな
い。通勤・勤務時間が長いため、家事は主に同居の姑と分担している。今後も、現在の仕事を続けてい
きたい。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　母親は、幼少期からずっとパートタイムで勤務していた。学校から帰ると母親が家にいないことも多
かったが、同じ状況の友人同士で遊び、特に寂しいという思いはなかった。母親の仕事関係者と交流す
ることも多く、母親はこういう仕事をしていると理解していた。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　高校の家庭科の授業をはじめ、大学の家庭科教育法、調理実習、教育実習は、現在の教員としての仕
事に役立っている。また、生活経営学では将来のライフデザインについて興味をもつことができ、立体
裁断の授業は、趣味の小物作りに役立っている。授業以外では、高校及び大学時代での部活動（運動
部）の合宿が、友人との信頼関係づくりや連帯感を学ぶのに役立った。高校時代にオープンキャンパス
への参加や大学による進路説明、交換留学があるとよかった。また、大学時代に実践的なキャリア教育
や専門分野の社会見学（ファッションショーの見学など）の機会がもっとあるとよかった。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　大学生活のなかで、やりたいと思ったことはできる限りやり遂げてほしい。部活動やホームステイな
どの経験は、社会人になったいまも、いろいろな場面で役立っている。

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代は、20歳代後半で結婚し、その後すぐに子どもを産み、子育てが落ち着いたらパートタイム
で再就職することを理想としていた。卒業後企業に就職し、26歳で結婚、27歳で第1子を出産するに際
し会社が退職を勧める雰囲気があり、自分も子育てに専念したいことから退職を決めた。その後28歳で
第2子を出産し、2人の子どもが小学校へ入学した後、週3回、子どもが学校にいる時間内（9～14時）で
事務職のパート労働をしている。家事も子育てもほとんど自分が担っている。最近、勤務時間の延長に
ついて子どもの理解が得られたため、今後は16時まで勤務する。将来的には、介護関係の就職を希望し
ており、既にヘルパー2級の資格を取得した。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　母親は、小学校低学年までは働いていなかったが、その後、パートタイムで勤務していた。幼少期に
は学校から帰った時に母親が家にいないことが厭で、働く母親をかなり「否定的」にとらえていたが、
自分の成長と共に、逆に母親が家にいることを厭だと感じるようにもなった。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　大学の被服構成実習で学んだ技能を子どもの洋服づくりなどに活用している。授業以外では、中学、
高校の部活動（テニス部）の経験が、子どもの幼稚園の母親仲間によるテニスサークルで役立った。中
学、高校時代に実践的な英会話を、大学時代にインターンシップを履修したかった。また、中学、高校
では宿泊型野外活動体験も実施してほしい。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　大学時代にいろいろと夢を持っても、将来、自分の家族の生活環境などからその通りにはいかず、別
の考えをもつこともあるので、固定的な人生設計をもたなくてもよいと思う。
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(7)…事例【生７】：準公務員職を出産退職し、子育てに専念するＧ氏

表２‐７…Ｇ氏のインタビュー結果

(8)…事例【社１】：専門性の高い職業と家庭生活との両立を目指すＨ氏　

表２‐８…Ｈ氏のインタビュー結果

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代は、20歳代後半で結婚し、2～3年後には子どもを産み、結婚・出産後も変わらずフルタイム
で働きたいを考えていた。また、将来は家庭科教員などになることを理想としていた。これに対し、
実際には、一生働くつもりで準公務員職に就いたが、26歳で結婚し、29歳で第1子を出産しようとした
際、職場には育児休暇を取る人はほとんどなく、育休復帰後、正職扱いで勤務する人もいなかったた
め、やむを得ず退職することにした。32歳で第2子が生まれ、現在は専業主婦として、家事と育児のほ
とんどを担っている。子どもが小さいうちは、子ども第一で考えたいが、いずれパートタイムで働く予
定で、教育に関係ある仕事に就きたい。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　梨園を経営していたので、幼少期から母親はそれを手伝っていた。学校から帰ってくると祖母が家に
いたので寂しいと思ったことはなく、繁忙期にはどこへも連れて行ってもらえなかったが特に不満を感
じたことはなく、働く母親に対して「肯定的」にとらえていた。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　大学での家庭科教育法の模擬授業や、調理実習、被服整理学での学習内容が生活で役立っている。生
活経営学でライフサイクルを学び、一生働き続けたいと感じた。授業以外ではサークル（ラクロス）を
通して、協力、忍耐、人間関係等を学んだ。高校時代に、キャリア教育やオープンキャンパスへの参加
など、将来に結び付く学習機会を得たかった。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　自分は職場を簡単に決めてしまったが、後輩にはじっくり考えてほしい。育休を取りやすい雰囲気の
職場を選ぶこと、また、再就職のためには資格取得が大事だと実感している。

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代は、大学卒業後家庭科の教員として就職し、20歳代で結婚し、結婚後2～3年で出産し、定年
まで仕事を続けたいと思っていた。実際には学部卒業時に教員としての資質をより高めるため、これま
で学部で身に付けた「専門」以外に、「教育学」「心理学」など教育の実践の場で役に立つ知識を得た
く、大学院へ進学した。大学院博士課程後期在学中に結婚をし、修了後は、複数の大学や高等学校で非
常勤講師をして、教育業績を積んでいる。将来は東海3県での大学の専任教員を目指し、就職活動も行
っている。子どもについては、就職のタイミングとはあまり関係なく、いずれは恵まれたいと思ってい
る。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　美大出身でデザイン事務所を起業し、大手の造形教室の講師も務めるなど才能を生かして働く母親
を、小学生の頃は帰宅時に不在で寂しく思った時もあったが、中学生くらいになると、「かっこいい」
と感じるようになった。働く母親に対しては「肯定的」にとらえていた。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　大学で若い女性の教員がキャリアを継続しながら働く姿にとても憧れ、自分も高校の教員になってキ
ャリアを積みたい、大学院に行ってもっと勉強したいと思うロールモデルになった。学んでおきたかっ
た授業は「情報処理」「統計学」など論文作成の実践に役に立つ授業や、「現代の社会」「政治」、今
の税制度など暮らしに直結する講義である。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　大学4年間を「おもしろく」すごすために学生時代にしかできないことに多く挑戦して欲しい。自分
は「学園祭」実行委員をしたり、アルバイトをして旅行をしたり、習い事をしたりと、学生時代に様々
な事をやりきったので、ぜひ後輩にもお勧めしたい。
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① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代は、大学を卒業後就職し、20歳代で結婚し仕事は辞め、結婚2～3年後に出産し、子育てが一
段乱したら再就職したいと考えていた。実際には卒業後証券会社に営業事務の正社員として勤務、その
後大手損害保険会社営業所に内勤事務職の正社員として転職、現在は私立大学の嘱託助手としてフルタ
イムで勤務している。31歳で現在は未婚である。今は1年更新の契約で働いているが、現在の仕事内容
がこれまで経験していた職種とまったく異なるため、おもしろく、先のことは考えていない。今の仕事
を一生懸取り組みたいと思っている。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　大学生の頃に一番下の妹が中学校に入学したタイミングで専業主婦から、パートタイムに出るように
なった。専業主婦・働いていた母親両方を「肯定的」に受け止めている。扶養の範囲で働いていたよう
で、年末に就労調整をしていた。働いていたころ、仕事の愚痴を言うこともあったが、楽しそうにして
いた印象がある。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　中学・高校での英語は受験勉強のためのもので苦手だったが、大学で「オーストラリア研修」を経験
し勉強してきてよかったと思った。中学・高校で学んでおきたかった授業として、「自立」「個」につ
いて総合的・複合的に学べる教科横断的なカリキュラムがあれば良かった。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　大学は自分が学びたいと思ったらなんでも出来る所だと思う。アルバイトなど働く経験は卒業後いく
らでも出来るので、授業以外でも「サークル」活動からでも自分の「学び」を見つけていって欲しい。

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代は、卒業後の就職、20歳代後半での結婚、その後2～3年して子ども2人を出産、出産後もフ
ルタイムで働くというコースを考えていた。実際は、大学を卒業し、外郭団体で働き、25歳で結婚。第
1子を26歳で、第2子を28歳で出産し、32歳で第3子出産前に退職、専業主婦となった。学術的な関心も
高く、将来に向けて、いろいろと学びたいと、具体的な方向性を模索中である。将来、専業主婦が社会
に出て、もう一度仕事をする場合にどのようにしていけばよいのかということについて考えており、
妻、母親という役割を毎日の暮らしのなかできちんとこなしながらも、今後の自分について展望し、将来設
計を構築しようとしている。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　母親は、兼業農家で、祖父母とともに働きながらも、家族を中心とした態度を一貫してもっていたと
思う。それに対しては「肯定的」で、自分も温かく優しい家庭を築きたいと感じている。子どもをもっ
た今は、それぞれのライフスタイルの違いに、ときにとまどうこともある。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　学校・大学で特に印象に残っている授業・活動については、具体的な科目名、活動内容をあげること
はできないが、広く知識を習得できたこと、自由な雰囲気の中で、学習できたことはよかったと感じて
いる。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　さまざまな可能性にチャレンジしてほしい。　

(9)…事例【社２】：転職しながら常にフルタイムで就業を継続しているＩ氏

表２‐９…Ｉ氏のインタビュー結果

(10)…事例【社３】：第3子出産前に退職し、家庭を重視しつつ自らの将来も展望するＪ氏

表２‐10　Ｊ氏のインタビュー結果



Journal of Sugiyama Human Research 2009132

「女性論」プロジェクト研究報告

「日本・アジア文化と人間」プロジェクト研究報告

(11)…事例【社４】：医療事務の資格を活かして、将来再就職を目指す専業主婦のＫ氏

表２‐11…Ｋ氏のインタビュー結果

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代には、卒業後の就職、20歳代後半での結婚、その後2～3年して出産、子どもは2人、退職し
て子育てが落ち着いたら、パート勤めをすることを理想としていた。実際は、卒業とともに就職し、医
療事務の仕事に就き、30歳で結婚、32歳で第1子を出産した。現在は専業主婦である。夫は仕事が忙し
いので、家事と育児は一人で行っている。子どもが手を離れたら、将来は、医療事務の資格を活かし
て、再度、仕事をしたいと思っている。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　母親は自営業を手伝いながら、家事・育児を行って、一生懸命、子どもを養育していた。自分も子ど
もをもって、母親の大変さがよくわかるようになった。母親のことは、非常に「肯定的」に評価してい
る。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　中学・高校で、歌舞伎やミュージカル、コンサートなどを見に行った課外授業があったので、よかっ
た。また、大学では、少人数のゼミで学べたことがよかった。人間論で人類学の内容があったがとても
興味深かった。今、若者の中で、マナーがなくなっているように思うので、学校でマナーについて丁寧
に教えてほしい。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　現在、社会はたいへん厳しい状況にあり、在学生は大変だと思うが、がんばってほしい。

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代は、大学を卒業して、中学・高校の家庭科教員となることを中心に考えており、結婚・出産
については、さほど具体的な考えはなかったように感じる。ごく一般的に20歳代後半での結婚、その2
～3年後に出産を考えていた。ただずっと働き続けたいと思っていた。22歳で教員採用試験に合格し、
高校教員となった。その後、35歳で結婚し、第1子を36歳で出産、現在は第2子を出産予定である。出産
前は、教員として、毎日の生活が忙しく過ぎていった。結婚し、子どもをもつことによって、より生徒
のことがわかるようになり、また様々なことに共感することが増えた気がする。現在は、中堅教員とし
て、責任感ある態度が求められている。また、教員としての今後に対する展望をもち、堅実なライフス
タイル、ライフコースを目指している。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　小さい頃は、母親は専業主婦で、常に家族や子どもの育児に対して一生懸命であった。そのような母
親に対し感謝の気持ちを持っており、「肯定的」にとらえている。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　現在、高校教員をしていることから、大学時代に学んだ教職関連の授業が役に立っている。　生徒に
できるだけ有用な知識を与えるためにも、大学時代には、家庭科の関連科目をもっと深く勉強しておけ
ばよかったと感じている。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　充実した学生生活を送ってほしい。いろいろなことを学んでほしい。

(12)…事例【社５】：家庭科教員として就職、育休をとりながら勤務を続けるL氏

表２‐12…Ｌ氏のインタビュー結果
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(13)…事例【社６】：仕事と家庭のバランスを考え、育休後の職場復帰に備えるＭ氏

表２−13…　Ｍ氏のインタビュー結果

(14)…事例【文１】：転職を繰り返し、妊娠後、専業主婦として家庭重視で生きるＮ氏　

表２−14…Ｎ氏のインタビュー結果

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代は、卒業、就職、20歳代後半で結婚、その後2～3年して出産を理想とし、出産後は退職し、
専業主婦になるつもりであった。しかしながら、事務職に就き、今では仕事にやりがいを感じているの
で、ずっと続けるつもりである。37歳の現在、第1子を育児中であり、第2子も出産予定である。育児休
暇が終了したら、職場に復帰の予定である。毎日の生活の中で、仕事の感覚が過去のものになっていく
気がするときもあり、育児休暇終了時の職場復帰について多少心配しているが、育児との両立に向け
て、具体的な工夫を検討しているところである。明るくポジティヴな性格であることから、職場復帰に
対して、家事・育児・仕事のバランスを考えた生活の在り方を前向きに検討している。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　子どもの頃、母親は専業主婦であり、家庭において常に温かい雰囲気をかもしだすような存在であっ
たと感じている。そのような母親に対しては「肯定的」な印象をもち、育児・家事のロールモデルとな
っている。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　特定の授業や活動にかかわらず、全般的にもっと勉強しておけばよかったと思っている。生活社会科
学科の特徴についてはあまり専門性が高いという印象はなく、広く知識を提供する教養型の学部として
とらえている。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　できるだけ、たくさん勉強すること、また、キャンパスライフを充実させることを実践してほしい。

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代は20歳代前半で結婚、専業主婦、子どもは2人と考えていた。大学卒業後貿易会社に総合職
として入社するも会社からの期待の大きさが負担となり3年半で退職した。派遣で勤めた食品会社では
仕事内容に満足できず、教育産業大手の会社に正社員で入社したが、営業成績を求められ、教育という
聖域とのギャップに疲れて再び退職した。その後、派遣会社で派遣コーディネーターとして5年勤務し
た。34歳で結婚、妊娠を経て、専業主婦となった。36歳で出産。家庭重視志向であったため、現在子育
て中心の生活に満足しており、就労への意欲はない。就職してから意に反する仕事内容や転職も経験し
たため、資格も重要ではあるが、人間にとって重要なことは協調性や柔軟性であると実感している。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　自営業だったので、母親はフルタイムで食品研究、卸の仕事を夫と経営していた。好況期は帰宅が10
～11時となることもあった。母親は自分の意志で仕事をしているのに家事を十分にしていないことを不
満に思っていた。嫁いだ家の家業に従事していることに対し理解不足だった。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　高校時代には、結婚・出産を経験して働き続けている女性教員の姿から女性の生き方を学んだ。大学
時代には岡田宏子先生のThe Awakeningという小説のゼミでいろいろな女性の生き方を学んだ。大学だ
けでなく、中学・高校からもっと現代の女性の生き方（働く人ばかりでなく、育児・家事のことを含め
て）や、将来の自分をイメージできる場があればよかった。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　学生時代にイメージしていたとおりにいかないことが人生にはたくさんあり、何があっても柔軟に対
応できる生きる力が大切である。両親を含めたくさんの先輩の生き方から学ぶとよい。
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「環境と人間」プロジェクト研究報告

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代から20歳代後半で結婚、典型的なM字就労をイメージしていた。証券会社に2年勤務し、金
融商品について学び営業を担当した。残業が多いため身体を休めるために仕事を辞めたくなり、結婚を
望んだ。25歳で「寿」退社したが、子どもに恵まれず長い不妊治療に苦しくつらい日々を送った。32歳
で男児を出産し、現在子育て中心の生活に満足しているが、第2子を希望しており、再度の不妊治療を
検討中である。人間関係の輪の中心にいて頼られやすいタイプなので、将来子どものPTA活動などに積
極的に参加したいが、自営の夫の収入で生活できるため、働くつもりはない。不妊以外は学生時代に思
い描いたとおりの人生で、満足している。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　母親は、兄・自分・妹の3人の子どもが大学生のころ、一時期（3年ほど）医療事務の仕事を3年ほど
していたが、基本的には専業主婦だった。結婚前から筝曲生田流師範で、継続的に指導を続けていた
が、職業という感じではなかった。それが当然で、そういうものだと思っていた。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　中学時代には男子についていけばいいと考えていたが、高校時代に文化委員、筝曲部部長、修学旅行
班長などを経験しリーダーシップを身につけた。大学では「申し訳ないくらい」勉強しなかった。留学
希望も果たせず、もっと日本文化も学んでおけばよかったと後悔している。会話力や秘書検定などでビ
ジネスマナーを学ぶことも女子校には必要だと考えている。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　勉強も遊びも思い切り集中して、自分の興味あることには果敢に挑戦してください。また、この時期
の友人は長い付き合いになるので、かけがえのない友情を育んでください。

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　高校時代は男性と対等な地位を得ることが女性の自立と考えていた。英語に関心があり英文科へ入学
した。卒業後外資系食品会社に就職し、東京事務所の勤務となった。実力以上の評価にプレッシャーを
感じ、残業も月50時間以上に達したため、約3年で退職することになった。その後東京の特許事務所で1
年半働き、ピースボートで世界を巡る中で「食」への関心が高まった。学費のために派遣で働き、29歳
で名古屋の短大へ入学し、栄養士資格を取得した。結婚のため、転居予定の神奈川の４大に2010年度か
ら編入し、管理栄養士を目指す。資格取得後は、出産後も仕事を続けることを希望している。現在は、
女性の自立について、経済的自立のみではなく周囲との関係の中で自分の居場所を築き、援助の上に立
つ自立が現実的と考えている。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　椙高出身の母親は、同居の姑（元教員）から嫁が働くことは世間体が悪いように言われたが、「○○
家の一人では厭」であると考え、自分が幼稚園に入ると働き始めた。初めはパートタイム、高校入学後
はフルタイムの会社員となったが、そのような母親を「肯定的」に捉えてきた。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　中学時代の生徒会体験で人をまとめること、高校時代の女子校体験で女子集団の中でうまくやってい
く術、大学時代のワーキングホリデー、離職後のピースボートでコミュニケーション力に自信をつけ
た。椙山生は基礎的な学力が高いので、社会に出てすぐに役に立つことではなくもっとアカデミックな
研究に力を注ぐべきで、継続的かつ現実的な女子教育が必要である。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　どんな小さなことでもやりたいと思ったことはやるべきである。学生時代に1つでもいいから自分で
決断して行動してほしい。「学べる」という状況を満喫してほしい。

(15)…事例【文２】：企業を寿退社、不妊治療を経て子育て中心の生活に満足しているＯ氏

表２‐15…Ｏ氏のインタビュー結果

(16)…事例【文３】：企業退職後ピースボートに乗り管理栄養士をめざして大学へ通うＰ氏

表２‐16…Ｐ氏のインタビュー結果
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(17)…事例【文４】：大学院修了後海外青年協力隊を経て、高校教員となったＱ氏

表２‐17…Ｑ氏のインタビュー結果

(18)…事例【文５】：氷河期に就職、結婚・出産後も育児時間短縮を利用して働くＲ氏

表２‐18…Ｒ氏のインタビュー結果

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代は、20歳代で結婚し、結婚・出産後もフルタイムで働きたいと考えていた。大学卒業後大学
院に進学、大学院修了後、海外青年協力隊、非常勤講師を経て高校教員となった。現在結婚はしておら
ず、今後結婚・出産した後も教師として働き続けたいと考えている。自分がしてきた経験を生徒たちに
伝え、自分で考え行動できる自立した人間に育てていきたいと思っている。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　Ｑ氏が小学校に入学する前までは、母親は中学の養護教諭をしていたが、妹の出産に際して退職し、
それ以降は無職であった。働いていた頃の母親に対しては、寂しかったので「否定的」な感情を持って
いた。専業主婦の母親に対しては、家にいてくれるという安心感があった一方で、高校生ぐらいから
は、ジェンダーについて考えるようになったこともあり、専業主婦で幸せなのだろうかと思ったりして
いて、「肯定・否定どちらともいえない」思いを抱いていた。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　高校の選択国語や社会、ＨＲや課外活動などで、自分で何かを主体的に調べて動くということが経験
できたことが良かった。また、総合社会の時間に在日韓国人の方のお話を実際に聴けたことも大変いい
経験だった。この経験から、ゲストスピーカーをもっとたくさん呼んで、当事者の生の声が聴けるよう
な授業が多くあるといいと思っている。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　可能性は無限にあるので、志を高く持ってその目的に向かって、小さな努力を重ねてほしい。勉強の
みでなく、友人関係もそうやって築いていってほしい。素直さを大事にしつつ、広い視野でいろいろな
ものを見てほしい。

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代は20歳代前半で結婚し、専業主婦を経てパートで再就職するという典型的なM字就労をイメ
ージしていた。仕事に対する意識は低く、氷河期にとりあえず受かった信販会社に就職した。小学校以
来ずっと椙山で他との交流が少なかったため、入社後、価値観が広がった。営業が好きで、合併などの
会社の変動の中で、辞めさせられることへの抵抗感・緊張感から継続勤務を希望してきた。27歳で結
婚、29歳で出産し、職場復帰した。育児時間短縮で、勤務時間は9時～16時である。掃除を中心に家事
に協力的な夫や周囲のサポートを得て、制度のしっかりした現在の会社でもう一人出産し子育てをしな
がら働き続けることを希望している。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　母親は、父親と離別後クラブを経営していた。夜間の仕事のため、昼間は寝ていた。小2の時に再婚
し、カラオケ教室を経営した。その後離婚し、複数の男性と同棲してきた。母親は自分の収入で娘を椙
小に通わせ、大学まで卒業させ、普通の会社員にさせることを切望していた。思春期によく自分が非行
に走らなかったと、いま冷静に思う。現在は母親を偉大と感じている。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　中学・高校時代の3分間スピーチ、大学のゼミ発表などで自分の思っていることを言葉で相手に伝え
る体験を重ねたことで、現在の営業の仕事でも文章を早くわかりやすく書けるようになったと思う。高
校時代のクラス委員、図書委員などの経験から積極性が身についた。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　「これが将来何の役に立つの？」と思うような経験が意外なところで役に立つこともあります。どん
なことのでも力を入れて、学ぶことのできる今の時間を大切にしてください。
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① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代は、不登校児の援助施設に就職した後20歳代後半に同世代か年上の人と結婚して、結婚退職
後ずっと専業主婦をしたいと思っていた。実際には、卒業後不登校児の援助施設で10年間指導員として
働き、現在は教育委員会の特別支援教育相談員をしている。9歳年下の男性と婚約中で結婚退職の予定
ではあるが、子育てが落ちついたら、パートタイムで働くか、もしくは今までの仕事で経験してきたこ
とを活かした社会貢献をしていきたいと考えている。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　母親はずっと専業主婦で、家事を完璧にこなす人だった。いつも家にいてくれて何かあっても安心だ
ったので、そんな母親を「肯定的」に捉えていた。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　高校時代の文化的活動は、受験勉強のような詰め込み教育でなく、広い知識が学べてよかったと思っ
ている。理系文系に分けられなかったことで、浅かったかもしれないが、広く学ぶことができ、視野が
広がってよかった。その一方で、もう少し先輩の話が聴ける場があるとよかったと思っている。大学で
学んだことを活かして生活している人の話などを聴くことが出来れば、学部選択などの参考になると思
う。大学ではケースメソッドなどの実習が印象に残っている。講義で基礎的な知識を得ることができた
こともよかったが、養護施設などでの実習経験が仕事にも活きている。さらに欲を言えばインターンシ
ップのようなものがあればよりよいと思う。大学のサークル活動も、幹部としてたくさんの部員をまと
めていく経験ができ、現在の仕事にも役立っている。大学時代のボランティア活動も、就職につながるいい
経験であった。ボランティアセンターのようなものがあれば、より多くの人が利用できてよいと思う。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　いろいろなことを経験してほしい。「自分」をあきらめないで、まず経験してほしい。

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代は、卒業後就職し、20～24歳で結婚し、結婚後2～3年後に出産、その後も就業を継続する希
望であった。学生時代から就業継続意欲は強く、理想のライフコースを実現するためには公務員になり
たいと考えていた。卒業後は公務員試験を受験しつつ、特別養護老人ホームの相談センターや医療事
務、司法書士事務所でフルタイムで働いていた。並行して大学院にも進学し修士課程を修了した。その
後小・中学校事務職員として採用され、念願の公務員となった。その後結婚し、現在一児の母で、育児
休業中である。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　母親は専業主婦であったが、小学校の3年生くらいからパートに出て働くようになり、その後簿記な
どの資格を活かし、キャリア・アップし経理のフルタイムの仕事に就いていた。働く母親に対しては
「肯定的」である。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　中学・高校で行った「学び学習」で深い教養を身につけることができた。高校でのカリキュラムが受
験勉強用ではなかったので、かえって広く学ぶことが出来て良かった。当時は試験も多く大変であった
が、広く学んだからこそ選択をする事が出来ることが分かった。学べるとよかったと思うのは、大学で
の公務員試験対策、もしくは就職に直結するような授業である。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　椙山には多くのOGがいる。OGは椙山の出身であることを誇りに思い生きている。卒業生が学園を誇
りに思っていることを知ってもらいたい。そういう学校に在籍しているのだから、ぜひ充実した学生生
活を送って欲しい。

(19)…事例【人１】：特別支援教育相談員を結婚退職予定、子育て後社会貢献をしたいＳ氏

表２‐19…Ｓ氏のインタビュー結果

(20)…事例【人２】：公務員としてフルタイムで働き、子育て中のＴ氏

表２‐20…Ｔ氏のインタビュー結果
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(21)…事例【人３】：大学卒業後、企業に就職し結婚後もフルタイムで働くＵ氏

表２‐21…Ｕ氏のインタビュー結果

(22)…事例【人４】：企業退職後、幼稚園教諭免許を取得、就職し、現在育休中のＶ氏

表２‐22…Ｖ氏のインタビュー結果

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代は、20歳代前半で結婚し、2～3年後には子どもを産み、結婚・出産後も変わらずフルタイム
で働きたいと考えており、将来は、「バリバリ働くキャリア・ウーマン」になることを理想としてい
た。これに対し、実際には、企業に就職、27歳で職場結婚し、29歳現在フルタイムで働いている。勤務
する会社の掲げる理想と現状が違いすぎることや、女性の就業環境に対する上司の意識の低さから、仕
事を継続する希望を見出しづらい状況ではあるが、中途半端に退職したら悔いが残るので意地で働き続
けている感もある。しかし、出産となった時には退職か継続か決断できる自信は持っている。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　自営（美容室経営）で働いていた母親に対し、幼い頃は家にいなかったので寂しいと思っていたが、
とくに「否定的」にはとらえていなかった。自分の進路を考え始めた中学3年生の頃から、活き活きと
働いている母親を「肯定的」に捉えるようになり、自分は家業を継がないと思ってはいたが、手に職を
持つ女性を支持する気持ちを抱くようになった。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　大学の少人数授業で、個性あふれるメンバーとの討論において本音を出し合え、「自分の常識」外の
ことを知り、自分の考えの土台ができた。女子大という環境で学んだことが、上下関係なく自分の意見
を言える今の性格を形成したと思う。海外留学の経験で何事も自分ひとりでやっていけるという自信が
ついた。自国の歴史についてもう少し勉強しておけばよかった。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　カルチャーショックを受けてほしい。自分の世界がすべてではないことを知ってほしい。
たくさん遊んでほしい。楽しいことも、楽しくないことも自分の身になる。

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代は、20歳代後半で結婚し、2～3年後には子どもを産み、子育てが落ち着いたらパートタイム
で再就職することを理想としていた。これに対し、実際には企業に就職後、23歳で幼稚園教諭を目指す
ため退職し、その後大学の嘱託職員として働きながら25歳で保育士資格、26歳で幼稚園教員免許を取得
した。26歳で結婚し31歳まで期限つき教諭として勤務し（26歳の1年は非常勤として勤務）、32歳で専
任教諭となる。この年出産し、34歳現在育児休暇中であるが。体力が続く限り働き続けるつもりであ
る。将来的には地域の子育てNPOを立ち上げてみたい。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　母親は、小学校時代まで専業主婦、中学校からパートタイムで勤務、現在は契約社員として働いてい
る。専業主婦であった母親に対しては「肯定的」であった。幼い頃「（母親が）働くのは貧乏な人がや
ることでかっこ悪いからやめて」と言っていたらしい。中学の頃に働いていた母親に対しては、勤務時
間が昼間で学校から帰宅すると家にいたので何とも思っていなかったが、祖父母同居の家庭を取り仕切
って仕事もしていて大変だと思っていた。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　大学で精神病院実習でうつ病の人と会話したことが印象に残っている。これまでの生活では出会えな
かった人との接し方を学ぶことができた。仕事上いろんな人と出会うので、人との接し方を学べてよか
った。また、部活動で体力を培い、人間関係とくに女性同士の付き合いでそつなくこなす技、本当の友
達の見つけ方を身につけたと思う。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　いまは、自分に投資できる時期。学生時代から計画的に行動すると社会人になってからのスタートが
違ってくるから、目的をもって行動することを心がけてほしい。
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(23)…事例【人５】：大学院修了後、非常勤講師を経て、中学校教員となったＷ氏

表２‐23…Ｗ氏のインタビュー結果

(24)…事例【人６】：大学卒業後、自営の会社で働くＸ氏

表２‐24…Ｘ氏のインタビュー結果

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代は、卒業後、就職し、チャンスがあれば結婚し、フルタイムで働きたいと考えていた。これ
に対し、実際には学部卒業後、本学大学院修士課程へ進学し、23歳から非常勤講師（高校）を務めなが
ら大学院を修了した。25歳まで非常勤講師として務め、26歳で専任教員（中学校）となった。31歳現
在、未婚である。今後職場で責任ある職務が回ってきたときにどうすればよいか、今は先輩の仕事ぶり
をみている状況である。後輩指導をどうするべきかが現在の課題の一つである。また、教育に関する新
しい知識、他国の教育事情を学びたいと思っている。昔から留学してみたかったが、現実を見る限り厳し
いかもしれないと思っている。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　母親は、中学2年まで専業主婦、父親の死後、パートタイムで勤務。専業主婦、働いている母親の両
方に対して「肯定的」に思っていた。父親の死に対する悲しみを忘れるために働いている母親をみて、
頑張っているという印象をもっていた。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　大学時代、教育相談、事例研究など実際の事例を通して生徒に対する見方や対応などの知識を学んだ
ことは、現在の生徒への接し方に役立っている。大学院生時代に非常勤講師を始めたため、教育現場を
知ることができ、そこで大学院で学んだ最新の知識を生かせたのは楽しかった。また、高校の生徒会活
動では、人をまとめる作業のなかで、自分がどうあるべきかをよく考えた。いろいろな教員との出会い
や学生時代の様々な経験から多角的視点で物事をとらえることを学んだ。中高一貫校のメリットを生か
した職業体験学習があればよかった。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　自分のやりたいこと、勉強したいことにどんどんチャレンジしてほしい。また、大学で培う「たくま
しさ」を社会に還元していってほしい。

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代は、20歳代後半で結婚し退職、2～3年後には子どもを産み、子育てが落ち着いたらパートタ
イムで再就職することを理想としていた。実際には、自営の会社に事務職員として就職し、フルタイム
で働いている。28歳現在、未婚である。将来的には、自営の会社で一緒に勤めることができるような結
婚相手であれば働き続けることができるが、異なる職種であれば退職すると思う。自分が家業を継ぐか
どうかを迷っている。子どもが産まれたら、しばらく仕事は休み、子育てが落ち着いたら、フルタイム
で復帰しようと考えている。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　母親は自営の会社で幼いころから現在まで一貫して働いている。姉が３人いたので母親が家にいなく
ても寂しくなかった。いつも忙しい状況のなかで、授業参観に来てくれていたことや普段疲れている様
子をみせない母親に対し、「すごい」と「肯定的」にとらえていた。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　卒業論文で同棲と結婚をテーマにした研究を行った。現在自分が結婚を考えるようになって制度や保
障のことを考えると、卒論の結論とは異なる考えになってきた。英語のリスニングも海外旅行に行った
時に物おじせずに話すこと、聞き取りができるので役立っている。授業以外では部活動であきらめない
という精神力がついた。育児関係の授業を学んでおけばよかった。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　時間がたくさんあるので思いつく限りのことはやってほしい。本をたくさん読んでほしい。
女性のライフスタイル、子育てなどについて、いずれ活用する場面がくるので学んでほしい。
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２）インタビュー結果のまとめ‐女子大卒業

生のライフコース等に関する特徴‐

（1）大学在学時の理想のライフスタイルと
現実のライフスタイル

上記25名のライフコースより、大学在学時

に理想とした家族形成及びキャリアデザイン

と現実（現在）のそれとの関係を検討する。

表２―１～25の①に示された理想と現実のラ

イフスタイルの全体を整理すると、図１のと

おりとなる。

結婚、出産等の家族形成については、在学

時においてほとんどの者が「20歳代後半ぐら

いで結婚し、その後2～3年ぐらいのうちに出

産すること」を理想としていたが、27～37歳

の現在において結婚及び出産を経験している

者、すなわち概ね「理想と現実が一致」して

いる者は半数強である８）。ただし、結婚

（のみ）している者（子どもなし）がいずれ

は出産すると仮定した場合には、約7割の卒

業生が理想通りの家族形成をし始めているこ

とが理解される。一方、年齢の幅があるため

留意が必要ではあるが、未婚の者も8名おり、

うち7名は30歳以上である。また、在学中か

ら結婚へのこだわりがなかった1名は、31歳

の現在も未婚である。学部・学科別に比較す

ると、理想どおりに結婚、出産している者が

相対的に多いのは生活社会科学科、少ないの

は生活科学部（食栄・生環）である。

キャリアデザインに関しては、25名中13

名が概ね理想通りの現状にあることが分か

る。大学時代の理想のキャリア別に比較する

と、「フルタイムで働き続ける」ことを理想

としていた15名中、これを実現できた者は8

名で達成率は53.3％である。「フルタイムで

働き続ける」ことができなかった者は、専業

主婦となった者と、その他の多様な働き方を

してきた者とに二分される。フルタイムを諦

めて専業主婦となった理由には、「子どもを

(25)…事例【人７】：結婚退職後に出産、育児に専念するＹ氏

表２‐25…Ｙ氏のインタビュー結果

① 学生時代の理想のライフコースと現実のライフコース及び今後の展望

　学生時代は、20歳代後半で結婚し、2～3年後には出産、退職し、子育てが落ち着いたらパートタイム
で再就職することを理想としていた。実際には、卒業後ブライダル関係の会社に就職したが、25歳で結
婚を機に退職した。26歳で出産し、27歳現在、専業主婦で家事・育児を担っている。今後、子どもが小
学校に入学したらパートタイムで働こうと考えている。仕事と家庭の両立など、あれもこれもだと自分
がパンクするので、フルタイムではなくパートタイムで勤務したいと考えている。

② 母親のライフコースとそれに対する評価

　母親は、幼い頃から中学生までは内職をしていたが、父親の死後（中2）、パートタイムで勤務し、
大学卒業２年後に退職した。専業主婦の母親に対しては、友人の母親も大半が家にいたので「肯定的」
に捉えていた。働いていた母親に対しては、祖母の世話もしつつ働いていてストレスをためていた様子
があり、何とかしてあげたいと思っていた。

③ 学校・大学で学び役立っている授業・活動、学んでおきたかった授業・活動

　大学時代、ケースメソッドなど少人数の授業で自分の意見をはっきり言える態度が身についた。ジェ
ンダー関連の授業を受けたことで、メディアに出てくるセクシュアルマイノリティに対する考え方が広
がった。上の世代に対する彼らへの拒否感に怒りを感じる。授業以外では、アルバイト（飲食店、結婚
式場）の経験が就職につながり、実際の仕事上にも役立った。上司との会話に出てくる、日本の経済や
株のことなど、経済に関してもっと学んでおけばよかった。

④ 在学生・在校生へのメッセージ

　大学時代は時間があるので、やりたいことはたくさんやり尽した方がいい。働くと仕事以外のことに
興味がなくなって視野が狭くなっているような気がするので、自分の好きな授業だけでなく興味のない
ことでも授業で学ぶといいと思う。
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図１　大学在学時の理想のライフスタイルと現実（現在）のライフスタイル
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欲しい（体を休めたい）と考えて退職した」

（生2）という本人の意思によるものと「職

場には育児休暇を取る人はほとんどない」

（生7）という職場の雰囲気に起因するもの

とがある。一方、その他の多様な働き方をし

てきた者の大部分は、教員として非常勤講師

を経験してきた者（生5、社1、文4）であり、

現在は専任教員となっている者もある（生5、

文4）。また、卒業後ピースボートや海外青

年協力隊などの独自な経験した者（文3、文

4）もみられ、それを機会に資格取得のため

に大学へ再入学している者もある（文3）。

他方、大学時代に「結婚または出産後、一

時退職し、子育て後再就職する」といういわ

ゆるＭ字型就労を理想としていた7名の卒業

生のうち、すでにこれを実現している者は2

名である。ただし、現在専業主婦で今後職場

へ復帰希望・復職予定の者も含めると4名と

なり、理想の達成率は57.1％となる。これは、

上記の「フルタイムで働き続ける」場合の理

想の達成率を若干上回る水準である。Ｍ字型

が現実となっていない理由としては、未婚で

あるケース（社2、人6）や、夫の収入で生活

できるので復職が不要であること（文2）が

挙げられる。

また、「結婚または出産後退職し、そのま

ま専業主婦となる」ことを理想としていた3

名のうち、2名は、現在、フルタイムで働い

ている。「専業主婦」という理想が現実と一

致しなくなる理由は、「今までの仕事で経験

してきたことを活かしたい」（人1）という

思いなどによるものである。

（2）母親のライフコースが学生自身のライ
フコース選択に及ぼす影響

次に、卒業後のライフコースの決定に際し、

母親がロールモデルとなっているか否かにつ

いて検討する。前掲の表２―１～25の②より、

母親のライフコースに対する意見（肯定・否

定）と現在の卒業生のライフスタイルとの関

係を整理すると、図２のとおりとなる。

母親のライフコースについては、母親が専

業主婦であっても、働いていても、いずれの

場合も、ほとんどの卒業生が肯定的に受け止

めている。とくに「専業主婦だった母親」は、

すべての卒業生から支持されている。「働

いている母親」を否定的にとらえている2名

は、「学校から帰った時に母親が家にいない

ことが厭だった」（生6）、「母親は自分の

意思で仕事をしているのに家事を十分にして

いないことを不満に思っていた」（文1）と答

えている。母親がいつも家にいること、それ

によって寂しい思いをしなくて済んだことは、

「専業主婦だった母親」を肯定的に受けとめ

る最も大きな理由ともなっており、幼少期の

女児にとって、母親が常に側にいることが、

心の拠り所となっている様子がうかがえる。

これらの点を踏まえ、それぞれの母親のラ

イフコースが現在の卒業生のライフスタイル

のロールモデルとなっているか否かについて

明らかにする。図２において網掛をした、①

「専業主婦だった母親」を「肯定」し、自分

も「専業主婦」となっている者と、②「働い

ていた母親」を「肯定」し、自分も「フルタ

イム」または「パートタイム」で働いている

者が、母親のライフコースがロールモデル

となっている可能性のあるパターンである。

既婚者に限ってみると、前者（①）は3名、

後者（②）は7名で、18名中10名が、少なく

とも形式的には、母親のライフコースをロー

ルモデルとしていることが理解された。「専

業主婦であった母親」をロールモデルとして

いる卒業生の中には「それが当然で、そうい

うものだと思っていた」（文2）と答える者

もあり、依然として性役割が刷り込まれてい

る状況があることが示唆された。他方「働

いていた母親」をロールモデルとしている卒

業生の中には「中学生くらいになると、“か

っこいい”と感じるようになった」（社1）、

「現在は母親を偉大と感じている」（文5）

など、年齢が高まるにつれ、大人の女性とし
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て働く母親の姿に憧れや尊敬の念を抱くよう

になる様子がうかがわれた。

（3）…卒業後に役立った授業・活動等及び在
学時に学んでおきたかった授業・活動等

卒業後、数年から十数年を経た卒業生が、

卒業後に役立ったと感じている授業・活動等、

ならびに在校時・在学時に学んでおきたかっ

た授業・活動等について明らかにするために、

表２―１～25の③を整理すると、表３のとお

りとなる。

役立っている授業科目等については、学

部・学科別の独自性がみられるが、全体を通

して、講義よりも実習型の授業が多く掲げ

られている。生活科学部では、食品栄養学

科、生活環境学科の卒業生を中心に、食生活

や衣生活に関する科目や実習が多く挙げら

れ、「調理実習は技術面で現在も家事に役立

っている」（生2）、「被服構成実習で学ん

だ技能を子どもの洋服づくりなどに活用して

いる」（生6）などの意見がみられる。また

教職関連科目や生活経営学でのライフデザイ

ンについても、複数の者が掲げている。なお、

同じ学部でも、生活社会科学科の卒業生から

は、むしろ教養的な科目が挙げられている。

文学部では、女性の生き方やゼミ発表などの

ほか、高校での授業が掲げられている点が特

徴的である。「（高校の）総合社会の時間に

在日韓国人の方のお話を聴けたことも大変よ

図2　母親のライフコースに対する意見（肯定-否定）と現在の卒業生のライフスタイル

注）１．既婚者の事例記号に下線に付した。
　 ２．母親に専業主婦であった時期と働いていた時期とがあり、卒業生がそれぞれに対する意見（肯定、否定）を表明している場合は、
　　　 両方に事例記号を表記し、＊印を付した。
　 ３．母親のライフコースが現在の卒業生のライフスタイルのロールモデルとなっている可能性があるパターンに網掛をした。



Journal of Sugiyama Human Research 2009 143

「女性論」プロジェクト研究報告

い経験だった」（文4）など、文化的な関心

が高いこともみてとれる。人間関係学部では、

ケースメソッドなどの少人数の参加型・体験

型の授業や各種の実習が役立ったとするもの

が多く、「自分の意見をはっきり言える態度

が身についた」（人７）、「精神病院実習で

うつ病の人と会話をしたことが印象に残って

いる。これまでの生活では出会えなかった人

との接し方を学ぶことができた」（人4）な

どの意見がみられる。

授業以外で役立っている活動等については、

どの学部にも共通した特徴がみられる。ここ

では、中学・高校の生徒会活動や委員会活動、

大学も含めて部活動を挙げるものが多く、人

間関係形成能力や、組織の長となって集団を

まとめる力などを身に付けたとしている。ま

た、「女子大という環境で学んだことが、上

下関係なく自分の意見を言える今の性格を形

成したと思う」（人3）のように、女子大・

女子高であることにこだわりを持った回答も

多くみられた。

在校・在学時に学んでおきたかった授業や

授業以外の活動についても、学部間に共通す

るいくつかの傾向がみられる。とりわけ、キ

ャリア教育やインターンシップなどの就職関

連の授業等を在学中に学びたかったとする者

が多い。また、中学・高校において、現代の

女性の生き方を学びたかったとする者や「会

話力や秘書検定などでビジネスマナーを学

ぶことも女子高には必要だ」（文2）、など、

注）１．授業科目名等は卒業生の記憶に基づいており、適宜要約等を行って表記しているため、実際の授業科目名等と異なる場合がある。
　 ２．（中）は中学校、（高）は高等学科での科目、活動等を表す。これらの表記がないものは、大学での科目・活動等である。　　　 
　 ３．[　] 内の数字は、同じ授業科目や活動等を回答した卒業生の人数を示している。

学部 学科 役立っている授業科目等 学んでおきかった
授業科目等

役立っている
授業以外の活動等

学んでおきたかった
授業以外の活動等

生
活
科
学
部

食品
栄養

栄養学総論、栄養指導論、調理
実習、生活経営学、専門科目全
般

疫学、統計学、キャリ
アデザイン

アルバイト、女性との関係づ
くり、生徒会活動（高）

就職に関するサポート、社会
人として役立つスキル

生活
環境

被服構成実習、立体裁断、被服
整理学、食品学（教職）、栄養学

（教職）、家庭科教育法（教職）[
２]、調理実習（教職）[２]、教育実
習（教職）、生活経営学[２]、家庭
科（高）

キャリア教育、社会見
学、インターンシップ

部活動・サークル[３]、
部活動（中、高）

マナー、キャリア教育、一般
的な経済知識、伝統芸能、
オープンキャンパスへの参加

（高）[２]、大学による進路
説明（高）、交換留学（高）、
英会話（中・高）、宿泊型野
外活動（中・高）

生活
社会

オーストラリア研修、幅広い知識、
少人数のゼミ、人間論、教職関連
科目

情報処理、統計学、現
代社会、政治、税制
度、授業全般

歌舞伎やミュージカル等の
鑑賞（課外授業）（中・高）

マナー、家庭科教育関連科
目、「自立」と「個」に関する
科目横断的（中・高）

文
学
部

英文 女性の生き方
（The Awakening） 日本文化

ワーキングホリデー、委員
会活動（高）、部活動／部
長（高）、修学旅行／班長

（高）、女性の生き方（高）、
女子集団の関係づくり（高
校）生徒会活動（中）

留学、会話力、秘書検定、ビ
ジネスマナー、アカデミックな
研究、継続的・現実的な女
子教育、現代の女性の生き
方（中・高）

国文
ゼミ発表、選択国語（高）、社会

（高）、総合社会での在日韓国人
の方の話（高）

ゲストスピーカーを招い
ての授業

HRや課外活動での調べ学
習（高）、委員会活動（高）、
３分間スピーチ（中・高）

人
間
関
係
学
部

心理 ケースメソッド、養護施設実習 インターンシップ
サークル活動／幹部、ボラ
ンティア活動、文化的活動

（高）

先輩の話を聴ける場（高）
※ボランティアセンターがあ
るとよい

教育

ケースメソッド、事例研究、教育相
談、精神病院実習、ジェンダー関連
科目、卒業論文（同棲と結婚）、少
人数授業、英語リスニング

日本の歴史、就職関
連の授業、育児関係
科目

部活動[２]、海外留学、アル
バイト、生徒会活動（高）、学
び学習（中・高）

公務員試験対策、経済学、
中高一貫職業体験学習

（中・高）

表３　卒業後役に立った授業・活動等と学んでおきたかった授業・活動等
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ここでも、女子学園の出身者としての意識が

回答の随所にみられる。このほか、留学や語

学などについても、卒業後、学生時代に経験

しておけたかった、学んでおけばよかった思

う機会が多いようである。

（4）卒業生から在学生・在校生へのメッセージ
最後に、表２―１～25の④に掲げられた卒

業生から在学生・在校生へのメッセージを総

括すると、およそ次の3点に整理することが

できる。

①　いろいろ学び、遊び、経験し、さまざ

　　　まなことへのチャレンジを勧めるメッ

　　　セージ

②　一生つながる友人関係をつくることの

　　　大切さを伝えるメッセージ

③　人生設計に関するメッセージ

最も多くの卒業生が推奨しているのが、

「さまざまなことへのチャレンジ」である。

学生時代は「時間がたくさんある」ことを説

き（人6、人7）、「“自分”をあきらめない

で」（人１）やりたいことには果敢に挑戦す

ることを勧めている。また、在学時に大切な

友人をつくることの重要性に言及し、「椙山

で一緒だった友人は一生の宝になるので大切

にしてほしい」（生１）、「この時期の友人

は長い付き合いになるので、かけがえのない

友情を育んでほしい」（文2）といったメッ

セージもみられる。さらに、人生設計に関す

るメッセージには、それぞれの卒業生の経験

に基づく、さまざまな内容がみられる。「ぜ

ひ結婚、出産を経験してほしい。人生におけ

る考え方が大きく変わると思う」（生2）と

いうものがある一方で、「大学時代にいろい

ろと夢をもっても、将来、自分の家族の生活

環境などからその通りにはいかず、別の考え

をもつこともあるので、固定的な人生設計を

もたなくてもよいと思う」（生6）と説く者

もいる。また、後者を発展させた意見とし

て「学生時代にイメージしていたとおりにい

かないことが人生にはたくさんあり、何があ

っても柔軟に対応できる生きる力が大切であ

る」（文１）とする意見もある。

このほか、「椙山には多くのＯＧがいる。

ＯＧは椙山の出身であることを誇りに思い生

きている。卒業生が学園を誇りに思っている

ことを知ってもらいたい。そういう学校に在

籍しているのだから、ぜひ充実した学生生活

を送ってほしい」（人2）といった、愛校・

愛学精神に溢れるコメントもみられた。

４．結　語
以上のように本研究では、25名の卒業生に

対するインタビュー調査から、女子大卒業生

のライフコースに関する分析・考察を行った。

本研究から明らかになった点を要約すると、

以下のとおりである。

①学生時代に考えていた家族形成（結婚・出

産）に関する理想のライフスタイル（20歳

代後半ぐらいに結婚、その後2～3年のうち

に出産）を実現している卒業生は、27～37

歳の時点で、半数強である。（ただし結婚

していて子どもがいない者がいずれ出産す

るという前提に立てば、全体の約7割が理

想の家族構成を実現することになる。）

②学生時代に考えていたキャリアに関する理

想のライフスタイルを実現している卒業生

の割合をみると、フルタイム志向であった

者は15名中8名（53.3％）、Ｍ字型志向で

あった者は7名中4名（57.1％）、専業主婦

志向であった者は3名中1名（33.3％）であ

る。フルタイムを理想に掲げながら実現

してこれなかった者の多くは教員志望であ

る。また、Ｍ字型の理想を実現できていな

い理由は、未婚であることや、経済的に余

裕があり働く必要がないことによる。さら

に、専業主婦志向であった者がそれを理想

としなくなるのは、就職経験によって身に

付けた能力を活かし続けたいと考えるため

である。

③母親のライフコースについては、「専業主
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婦であった母親」に対しても「働いていた

母親」に対しても、ほとんどの者が肯定的

であった。また、17名の既婚者のうち、母

親の生き方をロールモデルとしたライフコ

ースをすでに歩んでいる者は、「専業主婦

であった母親」について3名、「働いてい

た母親」について7名である。

④卒業後に役立っている授業科目については、

総じて講義科目よりは実習・演習科目の方

が多い。学部別にみると、生活科学部では

衣生活や食生活、文学部では女性の生き方、

人間関係学部ではケースメソッドなどを掲

げる者が多い。一方、学生時代に学びたか

ったものとして、インターンシップやキャ

リア教育など、就職に関連する授業や活動

を挙げる者が非常に多い。

⑤卒業生から在校生・在学生に対し、何事に

もチャレンジすること、よい友人関係をつ

くりあげること、人生設計に対する示唆な

どに関するメッセージが寄せられた。

今回の調査から、学生時代にイメージして

いた理想のライフスタイルやライフコースが

卒業後、どのように変化していくのか、また

女子大卒業生にとって母親の生き方がどの程

度ロールモデルとして機能しているのかなど

について明らかにすることができた。ただし、

ライフスタイルやライフコースのあり様は、

母親の生き方だけでなく、むしろ昨今の男女

共同参画を志向する社会的な環境や意識の変

化の影響を大きく受けているであろう点を指

摘しておく必要がある。

このほか、実際のインタビューにおいては、

母親以外のロールモデルとなる女性との出会

いが将来像に強い影響を及ぼしている点、女

性の生き方に関する学習教育への評価や希望

がみられる点、大学併設高校において受験勉

強に振り回されることなく展開されている豊

かな教育活動が高く評価されている点などが

確認されたことから、今後は、女性の豊かな

ライフスタイルやライフコースに関する総合

的な教育プログラムを作成することが必要で

あると思われた。

なお、今回インタビューに回答した卒業生

は、卒業後も教員等と良好な関係を持ち続け

ている者に限定されている。したがって、本

研究の結果については、その意味で卒業生の

平均的な姿に比べて偏りがある点に注意しつ

つ、さらに、ここでの成果の解釈とその活用

について検討していきたい。

注
1）調査対象者の内訳は、中学生（3年）68人、

高校生（1～3年）229人、大学生（1・2年、

6学部；723人、3・4年5 学部168人）891人

である。

　東珠実・太田ふみ子・影山穂波・塚田文

子・藤原直子「学校段階別にみたライフス

タイルの将来展望―女子学園の実態調査を

もとに―」『椙山人間学研究』第3号、椙

山人間学研究センター（2007）、p.55
２）平成19年8月実施の「男女共同参画社会に

関する世論調査」では「子どもができても

ずっと職業を続ける方がよい」とする回答

が44.7％を占めているのに対し、同調査で

「結婚後、出産後も変わらずフルタイムで

働く」と答えた者は17.3％にすぎなかった。

　同前書、p.66
３）調査対象者の学部構成は、生活科学部59

人、国債コミュニケーション学部78人、人

間関係学部98人、文化情報学部120人、現

代マネジメント学部283人、教育学部85人

である。

　東珠実・太田ふみ子・小倉祥子・影山穂

波・塚田文子・藤原直子「女子大生の専攻

分野別にみたライフスタイルの将来展望―

学部別比較研究―」『椙山人間学研究』

第4号、椙山人間学研究センター（2008）、

p.120
４）同前書、p.131.
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５）インタビューは東珠実、太田ふみ子、小

倉祥子、塚田文子、藤原直子、吉田あけみ

の6名が担当した。なお、調査内容の統一

がはかられるよう、予め、詳細な調査企画

を立案し、記録個票を作成した。
６）これについては、2008年度に実施した、

国分康孝監修・片野智治他編『エンカウン

ターで学級が変わる―高等学校編』図書文

化社（1999）、p.195に基づく「女性のラ

イフスタイルに関するアンケート調査」に

回答してもらった。
７）紙幅の都合上、25名の卒業生のインタビ

ュー結果は、それぞれ表中に整理して表記

することにした。
８）ここでは、現状において結婚と出産を経

験している場合、それぞれの時点における

年齢は問わず、「理想と現実が一致」して

いると判断した。
９）母親に専業主婦だった時期と働いていた

時期とがあり、両方について肯定している

者が4名みられた。
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1．平成21年度の研究体制並びに研究

方針について
（1）平成21年度｢人間発達論｣プロジェクト

研究体制について

人間学センター長より、平成18・19・20

年度に引き続き、上記5名が研究員就任委

嘱を受け、本研究プロジェクトを構成した。

リーダー：石橋尚子。

（2）平成 21 年度 ｢人間発達論｣ プロジェクト

研究方針について

　平成21年度｢人間発達論｣プロジェクト研

究方針については、平成18・19・20年度の

研究スタイル(長期休暇を除き月１回程度の

研究会を持ち回りで開催し、相互理解と研究

の進展に努力する)を踏襲し、これまでの研

究成果を継続発展させるものであり、20年度

同様、以下を中心的課題として取り組むこと

とした。

具体的には、①平成20年度実施の中学生・

高校生並びに教員を対象とした「理想自己に

関するアンケート調査結果」を学園内外に発

表し（資料1・2）、研究の発展と今後の課題

を明確化する。②小学生を対象とする理想自

己に関するアンケート調査用紙を作成し、調

査を実施する。③大学生を対象とする理想自

己に関するアンケート調査を実施する。以上、

３つの課題に取り組むこととした。

２．平成21年度研究会活動報告
本年度は、上述の研究方針に従い、３回の

研究会とアンケート項目検討会（協力：附属

小学校教員）を行うとともに、日本教育心理

学会第51回総会でのポスター発表、椙山女学

園高等学校・中学校教職員研修会での調査デ

ータ報告、椙山女学園大学附属小学校の児童

並びに椙山女学園大学人間関係学部・教育学

部の学生を対象としたアンケート調査を実施

した。その概要は以下の通りである。

尚、これらが可能となったのは、学園研究

費補助金（Ａ）の交付に依るところが大きい。

ここに謝意を表したい。

｢人間発達論｣プロジェクト研究報告
Project and Research Subjects for the Development of Human Nature

 椙山女学園大学教育学部教授
石橋　尚子

 Naoko Ishibashi

椙山女学園大学人間関係学部教授
山口　雅史

 Masafumi Yamaguchi

椙山女学園附属幼稚園長
椙山　美恵子

 Mieko Sugiyama 

椙山女学園附属小学校長
中村　太貴生

 Takio Nakamura 

椙山女学園高・中学校図書館長
佐久間　治子

 Haruko Sakuma

子ども達一人一人がどういう「人間に

なろう」と思っているのかの実態を把握

するため、子ども達の持つ理想自己に関

する調査を行う。
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○第１回研究会　平成21年8月21日（金）

　　於教育学部石橋研究室

：平成21年度の研究体制と方針について。

○第２回研究会　平成21年9月30日（水）

　　於附属幼稚園：日本教育心理学会第51　

　　回総会でのポスター発表結果報告。

○第３回研究会　平成21年10月28日（水）

　　於教育学部石橋研究室：アンケート調査

　　項目についての附属小学校3年生～6年生

　　の各担任教師からのコメントを受けて、

　　調査項目等の検討並びに改定。    

●日本教育心理学会第51回総会でのポスタ

　　ー発表２件 （資料１.２）　

平成21年9月21日（月）　於静岡大学

●椙山女学園高等学校.中学校教職員研修

　会での調査データ報告　12月15日（火）

●椙山学園大学附属小学校３年生.４年生

　　.５年生.６年生、並びに椙山女学園大　

　　学人間関係学部生 . 教育学部生を対象と

　　したアンケート調査の実施（12月）。

●アンケート調査結果の入力と分析（1月

　　以降）。

３．椙山女学園における理想自己の育ち
　　に関する質問紙調査について（１）

　　～中学生・高学生並びに教師への
　　調査結果を中心に～　

椙山女学園高等学校・中学校教職員研修会

での調査データ報告で使用したレジュメを掲

載して、報告に換える。

椙山女学園高等学校・中学校教職員
研修会　報告用レジュメ
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４．椙山女学園における理想自己の育ち
　　に関する質問紙調査について（２）

　　～小学生・大学生並びに教師への

　　調査結果を中心に～
（1）問題の所在と目的

子どもたちが将来、どのような人間に『な

ろう』と思うかは、それぞれの子どもが持つ

目標としての人間像（理想の自己像）によっ

て決まると考えられる。したがって、本学園

の「人間になろう」という教育理念を実践す

るためには，子どもたちが自ら成長・発達し

ていく上での理想とする人間像（理想自己）

を，教師が適切に援助しつつ、育てていくこ

とが必要である。そこで、そのような教育実

践の基礎となる資料を収集することを目指し、

子どもたち一人一人がどういう「人間になろ

う」と思っているのかの実態を把握するため、

子どもたちの持つ理想自己に関する調査を行

いたい。

昨年度は、生徒向け質問紙調査用紙並びに

教師向け質問紙調査用紙を作成し、椙山女

学園中学校生徒620名、高等学校生徒1,145名、

椙山女学園大学教育学部生102名、教師（幼

稚園・小学校・中学校・高等学校）111名の

計1,978名を対象に調査を行った。その結果

を踏まえ、本年度は、小学生を対象とした調

査の実施と分析を試みる。まず、附属小学校

の協力を得て質問項目を充分に検討し、なる

べく幅広い学年に実施可能な質問紙を作成す

る。次に、附属小学校の児童を対象に調査を

実施したい。また、椙山女学園大学人間関係

学部生と教育学部生のデータを追加収集し、

高校生との関連を検討したいと考える。

(2) 調査対象者

椙山女学園大学附属小学校３年生59名、4
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年生59名、５年生58名、６年生58名の計234名。

椙山女学園大学教育学部１年生134名、人

間関係学部生131名の計265名。

（3）アンケート調査用紙

平成20年度作成の理想自己に関する調査用

紙：生徒用（「今の私・なりたい私」に関す

るアンケート調査用紙）を検討・改訂し、資

料３の小学生用質問紙を作成した。設問内容

は生徒用と同じである。

尚、大学生用は平成20年度版とまったく同

じである。

(4) 調査結果

本報告書を作成している現時点では、まだ

すべてのデータ処理が終了していない。ここ

では、小学生の基本集計結果の一部を紹介す

るに留めたい。理想自己22項目について、現

在の自分の到達状況を自己評価してもらった

結果を「現在の自分」。将来こんな人になり

たいと、理想自己22項目から５つを選択して

もらった結果を「将来の自分」としている。

≪現在の自分≫…………………「今の私」

　 ３年生　理想自己22項目中21項目におい

て、「そのとおり」「だいだいそのとおり」

の肯定回答が60％を上回っていた。肯定回答

率80％以上の項目が、項目１・②・３・④・

⑦・10・12・⑬・⑮・⑱・22の11個みられた

（○数字は90％以上）。特に項目13の「意見

や考えが自分とちがっていても、そういう

考え方があるんだと思う」については、59名

中58名が肯定回答（１名は無回答）であっ

た。項目17「言葉づかいや行いが女の子らし

いかどうかは気にしない」については63％が

否定回答で、「気にしている」と答えていた。

（資料4）

　 ４年生　理想自己22項目中21項目におい

て、「そのとおり」「だいだいそのとおり」

の肯定回答が75％を上回っていた（内80％以

上18項目）。さらに、肯定回答率90％以上の

項目が、項目１・２・３・４・13・15・18の

７個みられた。項目17については69％が否定

回答で、「女の子らしいかどうかを気にして

いる」と答えていた。（資料5）

　 ５年生　理想自己22項目中17項目におい

て、「そのとおり」「だいだいそのとおり」

の肯定回答が60％を上回っていた。肯定回答

率80％以上の項目は、項目１・２・12・13・

15・18の６個みられた。項目11「自分が好き

である」と項目17「言葉づかいや行いが女の

子らしいかどうかは気にしない」は、肯定回

答率と否定回答率が半々であった。（資料6）

　 ６年生　理想自己22項目中19項目におい

て、「そのとおり」「だいだいそのとおり」

の肯定回答が60％を上回っていた。肯定回答

率80％以上の項目は、項目１・②・４・７・

８・10・⑬・15・18・22の10個みられた（○

数字は90％以上）。項目17については否定回

答率が57％で、「女の子らしいかどうかを

気にしている」と答える者がやや多かった。

（資料7）

≪将来の自分≫………………「なりたい私」

として選ばれた項目を、学年別に上位5位ま

で示す。

　 ３年生　（資料4参照）

　第１位：項目1

「思いやりの気持ちを持っている（58％）」

第２位：項目5

「友だちからたよりにされている（42％）」

第３位：項目2
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「だれとでも楽しく話したり、遊んだりでき

　る（41％）」

第４位：項目12

「相手も気持ちを考えて行動することができ

　る（36％）」

第５位：項目6

「女の子らしい言葉づかいや行いを大切にす

　る（34％）」

 ４年生　（資料5参照）

第１位：項目1

「思いやりの気持ちを持っている（53％）」

第２位：項目16

「友だちから好かれている（46％）」

第３位：項目5

「友だちからたよりにされている（39％）」

第４位：項目6

「女の子らしい言葉づかいや行いを大切にす

　る（36％）」

第４位：項目21

「やり始めたことは最後までやる（36％）」

第６位：項目2

「だれとでも楽しく話したり、遊んだりでき

　る（34％）」

　 ５年生　（資料6参照）

第１位：項目1

「思いやりの気持ちを持っている（66％）」

第２位：項目16

「友だちから好かれている（50％）」

第３位：項目2

「だれとでも楽しく話したり、遊んだりでき

　る（47％）」

第４位：項目5

「友だちからたよりにされている（41％）」

第５位：項目7

「自分の苦手なことや嫌いなことも、“がん

　ばるぞ”という気持ちでいることができる

 （38％）」

　 ６年生（資料7参照）　

第１位：項目1

「思いやりの気持ちを持っている（62％）」

第２位：項目21

「やり始めたことは最後までやる（45％）」

第３位：項目5

「友だちからたよりにされている（40％）」

第４位：項目12

「相手も気持ちを考えて行動することができ

　る（36％）」

第５位：項目19

「どんなことにもまじめに取り組む（33%）」

　将来（理想）の自己像について、６年生の上

位選択項目は、中高生の上位選択結果と非常

に近いものとなってきている。このような中高

生データとの比較検討や、大学生データの分析、

出身園・校などとの関連性検討など、さらに丁

寧で多様な検討を試みたいと考えている。

５．おわりに
平成21年度は、平成19年度から進めてきた

｢学園一斉質問紙調査｣を、調査そのものはほ

ぼ完了することができた年であった。今回

の調査実施においても、学園研究費補助金

（Ａ）の交付はもちろん、椙山人間学センタ

ーをはじめ、学園関係者の皆様の多面的なご

支援とご協力を頂戴した。皆様のご高配に厚

くお礼申し上げます。

この貴重なデータを充分に活用すべく、次

年度以降も、尚一層研究に精進していきたい。

益々のご指導・ご協力の程、忠心よりお願い

申し上げます。
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理想自己に関する発達的研究(1)
～中学生・高校生の自己評価を中心として～

目　的
　子ども達が将来 , どのような人間に『なろう』と
思うかは , それぞれの子どもが持つ目標としての人
間像 ( 理想自己 ) によって決まると考えられる。人
間性教育の重要性が強調されている今日 , 子ども
が自ら成長 ･ 発達していく上で抱く理想の自己像
を , 周囲の大人 ( 特に親や教師 ) が適切に把握しつ
つ , 援助 ･ 教育していくことが肝要である。そこで
本研究では ,「理想の人間像を目指して育つ子ども
を効果的に援助する教育のあり方」を検討する研
究の一環として , まず中学生と高校生が抱く自己像
( 理想自己に対する自己評価 ) について明らかにし
たい。尚 , 調査に当たっては , 従来の研究で取り上
げられる理想自己が「個人内の能力や特性の高さ」
に視点が集中していること , 大学生を対象とした予
備調査 ( 自由記述 ) でも公共性などの道徳的な特性
への言及が乏しかったこと等を考慮し , 社会人とし
ての資質にも注目したいと考える。

方　法
　大学生対象の予備調査結果 , 教師が教え子に期待
する人間像調査結果 ( 山口 ･ 石橋 ,2009), 理想自己に
関する文献研究結果を参考に ,Table1 に示す 22 の
理想自己項目を作成し , 現在自分自身がどの程度到
達しているかを４段階 ( よくあてはまる：3 点 , ど
ちらかと言えばあてはまる：2 点 , どちらかと言え
ばあてはまらない：1 点 , まったくあてはまらない：
0 点：分析時得点化 ) で回答させた。　
　調査対象者は , Ｓ学園中学校生徒 620 名 , 同学園
高等学校生徒 1,145 名の計 1,765 名。すべて女子生
徒であった。調査実施は各担任教師。

結果及び考察
①中学生が抱く自己像 ( 理想自己に対する自己評価 )　

　中学生全体として , 肯定回答 ( よくあてはまる＋
どちらかと言えばあてはまる ) 率 60%以上の項目が
16(1,2,3,4,7,8,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22) 項目みられ ,
自己評価が比較的高い傾向にあることが推測され
た。中でも評価が高かったのは ,「2: 周囲の人との
つながりを大切にする ( 平均得点 :2.23)」「13: さま
ざまな考え方や生き方を認める (2.07)」「17: 女性ら
しさにこだわらない (1.94)」「3: 中学生としての常
識ある行動がとれる (1.93)」など。評価が低かった
のは ,「11: 自分が好きである (1.31)」「9: 知識や教養
が豊かである (1.33)」「10: 人に頼らずに行動できる
(1.45)」の 3 項目であった。

②高校生が抱く自己像 ( 理想自己に対する自己評価 )

　高校生全体として , 肯定回答率 60%以上の項目
は 19 個あり , 自己評価がより高い傾向がみられた。
高評価上位 7 項目（2,13,14,3,18,22,1）の平均得点は
すべて 2 点を上回っていて , 他の 12 項目も近接し
ている。評価が比較的低かったのは ,「9: 知識や教
養が豊かである (1.43)」「11: 自分が好きである (1.48)」

「10: 人に頼らずに行動できる (1.53)」の 3 項目であっ
た。
③中学生と高校生の比較
　上述の結果より , 中学生と高校生の理想自己項目
に対する自己評価傾向は類似していて , 全般的に高
校生での向上がみられた (Table1)。Ｓ学園中高一貫
教育の成果と言えるのかもしれない。

Table 1  　自己評価得点の学校間比較　　p<.05　

1. 思いやりの心を持っている 中学＜高校

2. 周囲の人とのつながりを大切にする 　　　n.s.

3. 中学生として常識ある行動がとれる 中学＜高校

4. ルールやマナーを守れる 中学＜高校

5. 人から信頼されている 中学＜高校

6. 女性らしさを大切にする 中学＜高校

7. 何事も前向きに考えられる　　　　　　　 n.s.

8. 人の意見を素直に聞ける 中学＜高校

9. 知識や教養が豊かである 中学＜高校

10. 人に頼らずに行動できる 中学＜高校

11. 自分が好きである　　　　　　　　 中学＜高校

12. 相手の立場に立って考えられる　　 中学＜高校

13. さまざまな考え方や生き方を認める 中学＜高校

14. 社会への関心を持っている　　　　 中学＜高校

15. 正しいことを正しいと言える　　　 中学＜高校

16. 友達から好かれている　　　　　　 中学＜高校

17. 女性らしさにこだわらない　　　　 中学＞高校

18. 目標を持って物事に取り組む　　　 中学＜高校

19. 何事にも真面目に取り組める　　　 中学＜高校

20. よく考えて判断できる　　　　　　 中学＜高校

21. 自分の行動に責任を持てる　　　　 中学＜高校

22. 自分を大切にできる　　　　　　　 中学＜高校

○石橋尚子
（椙山女学園大学教育学部）

山口雅史
（椙山女学園大学人間関係学部）

資料1
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理想自己に関する発達的研究(2)
～教師による回答を中心として～

目　的
　子供が発達の目標とする将来の理想像は，年齢
に伴ってどのように変化するのであろうか。教師
が教え子に期待する理想像を明らかにすることを
通して，子供達の持つ理想像の変化や教師の期待
との差異などについて検討する。

方　法
　教師に対しては「教え子に期待する将来の理想
像」を，生徒に対しては「将来なりたいと思う理
想像」を質問紙により回答させた。
　対象者は，中学高校教師 86 名，小学校教師 10 名，
幼稚園教師 15 名，高校生徒 1,145 名，中学生徒 620
名。いずれもＳ学園に所属する教師と生徒である。

結果及び考察
①教え子に期待する将来の理想像
　「教え子に期待する将来の理想像」に対する教
師の回答を学校種ごとに分析した。
　すべての学校で共通して上位に選ばれたのは，

「思いやりの心を持っている」と「相手の立場に
立って物事を考えられる」の２つである。特に思
いやりに関してはすべての学校で第１位に選ばれ
ており，どの年齢を通じても重視されていること
がわかる。
　次いで，各学校でのみ上位に選ばれた項目を見
ると，まず幼稚園で重視されていたのは，「自分
を大切にできる」という項目である。幼稚園は，
子どもにとって初めて家庭を離れ自立の第一歩を
果たす場所であり，入園による母子分離経験に伴
い既に確立している基本的信頼が揺らぐ時期でも
ある。そのため，自立性を確立する上で大切な自
己に対する信頼感を失わないようにという配慮が
教師の中にはあるのかもしれない。
　小学校では，「ルールやマナーを守れる」，「何
事も前向きに考えられる」が上位に選ばれている。
ルールやマナーに関しては，子供だけでの集団生
活を本格的に展開するこの時期，集団を維持する
ための基本的な能力が特に意識されているのかも
しれない。また，前向きに考えるという項目は，
児童期が生産性（勤勉性）の確立期でもあること
から積極的に努力する姿勢が重視された結果では
ないだろうか。

　中学高校では「社会人として常識ある行動がと
れる」が選ばれている。これは，青年期に入り社
会の一員としての資質が求められるようになりつ
つあることと関連しているのであろう。
②教師と生徒の回答の比較
　中学高校の教師と生徒の回答の比較を行った。
　教師，生徒ともに高く支持されたのは「思いや
りを持つ」「相手の立場に立つ」などの思いやりに
関連する項目で，思いやりが教師・生徒の立場の
如何を問わず重視されていることがわかる。
　生徒から高く支持され，教師には支持されなかっ
た項目は，「人から信頼されている」「人に頼らず
に行動できる」である。自己意識が高まっている
青年期には，自己が他者からどう評価されている
かが大きな関心事なのであろう。また，この時期
は精神的な自立の時期でもあり，大人への依存か
ら脱却し，独立した個人としての人間関係を確立
しようとする時期でもある。そのため，「人に頼ら
ず行動できる」ことが重視されているのではない
だろうか。
　逆に，教師から支持され，生徒からは支持され
ていない項目は，「常識ある行動がとれる」「様々
な考え方を認めることができる」である。これら
は情緒を抑制して社会人として冷静な判断を求め
る項目である。友人との情緒的なかかわりに関心
が強くなっている青年期，教師は生徒達に対して
より現実的な社会人としての態度を求めているの
かもしれない。
　両者ともに低い項目は，「女性らしさを大切にす
る」や「社会への関心をもっている」「自分が好き
である」であった。ジェンダー意識にかかわる項
目や社会への関心という課題は，学校を中心とし
た生活を送るこの時期にはそれほど身近なことで
はないのかもしれない。特にジェンダー意識に関
しては調査対象が女子校であることも影響してい
る可能性がある。学校生活の中で男女を意識する
こともないため，社会の持つジェンダー意識への
戸惑いや反発などもまだそれほど大きくはないの
かもしれない。また，「自分が好きである」という
項目が低いのは，自己評価が下がっている青年期
の特徴を表しているのではないだろうか。

○山口雅史
（椙山女学園大学人間関係学部）

石橋尚子
（椙山女学園大学教育学部）

資料2
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問1　あなたは今、自分をどのような人だと思っていますか

問2　あなたは、将来どのような人になりたいと思っていますか
※1. 22項目の内から5つ選択
※2. 選択した5つから1番を選択

※1. 複数回答につき、割合は回答者数を母数にして算出しています。
※2. 単数回答につき、割合は合計を母数にして算出しています。

資料4：3年生
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Ⅰ　プロジェクトの趣旨

哲学・歴史・文化・文学などに関する本学

教員の研究蓄積を活かして本学の教育理念

「人間になろう」の学問的深化を図るととも

に、広く地域社会にその成果を発信し、日本

やアジアの文化・伝統などについて、「人間

研究」を基軸に多様なプロジェクト研究を期

する。

Ⅱ　平成21年度のプロジェクト・メンバー

飯塚　恵理人　　文化情報学部教授

梅野　きみ子　　本学名誉教授

大浦　誠士　　　国際コミュニケーション学部教授

荻野　恭茂　　　元文化情報学部教授・日本歌人クラブ所属

加藤　益幹　　　国際コミュニケーション学部教授

季　　増民　　　文化情報学部教授

武山　隆昭　　　教育学部教授

鄭　　麗芸　　　文化情報学部教授

冨田　和子　　　現代マネジメント学部助手

二宮　俊博　　　文化情報学部教授

樋口　謙一郎　　文化情報学部講師

森本　伊知郎　　文化情報学部教授

（以上、五十音順。◎はチームリーダー）

Ⅲ　人間講座

今年度は、本プロジェクトメンバーによる

人間講座の担当はなかったが、次の研究活動

において触れるように、個々の長年にわたる

研鑽の成果が次々と公刊されている現状に鑑

みて、それを人間講座の場に活かし、より分

かりやすい形で社会に還元することが必要と

なっているのではないかと思われる。　

Ⅳ　研究活動

本プロジェクトメンバーによる特筆すべき

活動として、以下のものがある。

1．研究会

1)『撰集抄』研究会（梅野名誉教授）

ハワイ大学のダイクストラ好子教授が、

本学の安田孝子、梅野きみ子両名誉教授

らによる『撰集抄』研究会のメンバーと

『撰集抄』英訳についての意見交換を図

るため、椙山人間学センターを訪問され

た。そのときの様子は、本学のホーム頁

に、以下のように紹介された。

日本の説話文学『今昔物語集』を全
訳した、ハワイ大学ダイクストラ教授
来訪

「日本・アジア文化と人間」
   プロジェクト研究報告

2009 Annual Report
 Japan and the Asia culture, and a human being Research Project

椙山女学園大学名誉教授
 梅野　きみ子
 Umeno Kimiko
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―椙山人間学研究センターにて―

11月2日（月）、ハワイ大学のダイク

ストラ好子教授が、安田孝子名誉教授、

梅野きみ子名誉教授（椙山人間学研究

センター研究員）のところへ、来訪さ

れました。

ダイクストラ教授は、仏教説話文学

の研究をそのご専門としておられ、か

つて約28年の年月をかけて、『今昔物

語集』全巻を英訳された方として有名

です。

この度は、アメリカでも人気の松尾

芭蕉の『奥の細道』を研究している中

で知りえた『撰集抄』について、その

９巻121話の全文英訳出版もされること

になりました。

『撰集抄』といえば、従来より、西

行 作 と し て 享 受 さ れ て き た 作 品 で

す。江戸時代には、西鶴が絵を描いた

『撰集抄』もあるほど広く愛読されて

いました。現在では、いろいろな考証

から、西行作ではないことは明らかに

され、鎌倉時代以降、流布した『撰集

抄』諸本についても、松平文庫本が最

も原本に近いこともわかってきました。

これらのことは、本学の安田孝子名誉

教授を中心とする『撰集抄』研究会が、

30数年の長きにわたる研究の成果から、

『撰集抄全注釈　上巻・下巻』として

発表しています。ダイクストラ先生は、

その『撰集抄全注釈　上巻・下巻』に

より、英訳書出版のための下相談に来

訪されたのです。本学の図書館及び国

際コミュニケーション学部・表現文化

学科に所蔵の『撰集抄』に関する諸本

　を御覧になり、安田、梅野両名誉教授

　からの解説を熱心に聞かれ、短い時間

　ながらも日本の古典文学研究者たちの

　熱い研究談義が続いていました。

2) 名古屋国文学研究会（梅野名誉教授）

名古屋地区を中心とした女性研究者の

集まりである名古屋国文研究会が交流会

館会議室で定期的に『風葉和歌集』の読

書会を開催しており、その成果は会報9

号、10号として公刊された。

3) 能楽古文書読書会（飯塚教授）

毎月一回、文化情報学部において能楽

古文書読書会が開かれており、能楽関係

のほかに椙山歴史文化館所蔵の森川如春

庵の関係資料を会読した。

飯塚教授は、近年はSPレコードとラ

ジオ放送がどのように古典芸能を変化

させたのかという観点から、録音のデ

ジタル化などを行っている。それ以外

には、今年度の特徴としては台湾・韓

国など国外の大学の日本文化学科に勤

める筑波大の日本文学の後輩が多くな

った関係で、古今和歌集・謡本・三行

半(離婚証文)・宗門改帳など、古文書読

解の初歩の教科書になるような版本の

データを送ってほしいという要望が3件

送られてきたことが印象的である。古

文書の読解の初歩は、よく知られてい

る文章の版本で、「徒然草」の冒頭な

らばこの字は「つ」のはずだが、こ

の「つ」は「津」のくずしだろうか

「徒」のくずしだろうかと考えるとこ

ろから始まる。飯塚教授蔵の文書をデ

ジタルカメラで撮影して、ウィンドウ

ズライブのスカイドライブを使用して
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送り、結構喜ばれた。

4)『万葉集』を中心として、日本の上代文

　　  学・古代和歌の研究（大浦教授）

万葉集という専門の性格上、直接に

人間学研究にはつながらないが、1300

年を隔てた人々の感情や思想を垣間見

ることができることは、意義深いだろ

う。大浦教授の研究方法としては、歌

人を直接に取り上げるよりも、序詞、

枕詞などの表現方法の究明にあり、学

会活動としては、1月24日（日）には、

万葉集に関する学会（美夫君志会）の

「枕詞」をテーマとしたシンポジウム

でパネリストをつとめた。

社会に対する日本古代文学の普及も

責務であり、本年度は春日井市主催の

「かすがい熟年大学」の講師として、9

月17日、10月22日、11月12日の３回に

わたり、『万葉集』の歌とその魅力に

ついて、講義を行った。

2．研究員の刊行著書

従来の活動報告には、各員の刊行著書

の記述がされていなかったので、次に平

成19年以降から現在に至るまでの3年間

に刊行された著書の主要なものを挙げて

おく。「日本・アジア文化と人間」とい

うテーマプロジェクトにふさしく多彩で

旺盛な研究活動の一端が窺えよう。　

［平成19年］

季増民『工業団地の造成と地域変貌―東

京・上海両大都市圏における地理学的考

察』（古今書院）

荻野恭茂『虹と日本文藝―資料と研究』

（あるむ）

［平成20年］　

飯塚恵理人『近代能楽史の研究』（大河

書房）

大浦誠士『万葉集の様式と表現―伝達可

能な造形としての〈心〉』（笠間書院）

同上『万葉のこころ四季・恋・旅』（中

日新聞社）　

季増民『中国地理概論』（ナカニシヤ出

版）

鄭麗雲『文人逸脱の書―池大雅・江馬細

香・三輪田米山』（あるむ）

冨田和子『尾張狂俳の研究』（勉誠出版）

森本伊知郎『近世陶磁器の考古学―出土

遺物からみた生産と消費』（雄山閣）

［平成21年］

梅野きみ子『源氏物語注釈　七』（共著

風間書房）

荻野恭茂『晶子の美学―珠玉の百首鑑

賞』（新典社叢書）

武山隆昭『小学校国語の指導法』（私家

版）

二宮俊博『明治の漢詩人中野逍遙―「逍

遙遺稿」札記』（知泉書館）

樋口謙一郎『米軍政期南朝鮮における言

語・文字改革―韓国言語政策史研究序

説』（金壽堂出版）　　　　　　　　　

　　　　　　

なお、大浦教授、森本教授、冨田助手

の著書は学位論文をもとに公刊されたも

のである。

Ⅴ　今後の課題　

　現在、本プロジェクトメンバーのうち現職

教員は学生の指導や教育に加えて増大する校
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務に忙殺され、チーム全体としてまとまった

共同研究を推進するのはかなり困難な状況に

あり、そのためのしかるべき協議すら満足に

行なわれているとは言い難いのが実情である。

ただそうではあっても、個々のメンバーにつ

いて言えば、各自が優れた研究成果を着実に

挙げ、それぞれの分野で学界に発信し高い評

価を得ている。ところが残念なことに、それ

が学内的にはあまり知られておらず、興味関

心を寄せられないケースもまま見受けられる。

今回、メンバーの近刊の著書をあえて列挙し

たゆえんである。　　　　　　　　　　　　

　学部の垣根を越えた人間学研究センターの

果たすべき役割は今後いよいよ重要になって

ゆくと思われるが、本プロジェクトチームに

ついても、本学の教育理念「人間になろう」

を深化させてゆくうえで、人文科学的研究は

ますます意義のあるものとなろう。そのため

には、限られた時間を有効に使い、これまで

以上に各メンバー同士の連携をより緊密にし、

個々の研究を活かした有機的学際的な共同研

究のありかたを模索してゆくことが、今後、

当面の課題になるかと思われる。　

［附記］　

　今年度のチームリーダーたる鄭麗芸教授が

後期より在外研究のため渡米中であり、研究

員の梅野がこれを代筆した。何かと不備な点

が多いのは、御海容願いたい。

　　



Journal of Sugiyama Human Research 2009166

「環境と人間」プロジェクト研究報告

実践の背景

教員養成学部・大学は、教師という特定の

職業人を輩出する役割を担っている。したが

って、その教育課程（カリキュラム）や授業

内容は、教師が持つべき資質、技量および、

職場である学校現場の問題点と関連させて構

成されることが望まれる。しかしながら、師

範学校教育を否定することから始まった第二

次世界大戦後の日本の教員養成学部・大学

は、1969年に学長となった林竹二博士による

宮城教育大学の事例を除けば、教員養成とい

う分野についての専門性、あるいは研究分野

を確立することなく教育・研究を行ってきた

（遠藤，2007a，b，c；佐藤，2007）。例え

ば、教員養成学部・大学は、そのカリキュラ

ムを教育職員免許法に基ついて構成する。た

だし、教育職員免許法には免許取得の条件と

なる授業科目の“名前”は細かく記載されて

いるが、その内容、さらには、カリキュラム

構成の中心的な課題となる各授業科目間の繋

がりについては記述がなく、学部・大学に任

されている。これは大学・学部の自治と良識

を尊重したためであろう。残念ながら、その

方針は、良い方向には働かず、教員養成学

部・大学の教員の多くは自身の専門研究の追

求に邁進し、教員養成という自身の職場の意

味を深く考えることなく過ごしてきたといえ

る（佐長，2009）。

このような教員養成学部・大学の状況に対

して、2001年11月22日に提出された「国立の

教員養成系大学・学部の在り方に関する懇談

会」の報告書では、Ⅱ今後の教員養成学部の

果たすべき役割-1. 「学部の在り方」（2）教

員養成カリキュラムの在り方‐の中で、①体

系的な教員養成カリキュラムの編成の必要

性、②モデル的な教員養成カリキュラムの作

成、③各大学における教員養成カリキュラム

の創意工夫、を挙げ、教員養成の目的を達成

するために、質的に高いカリキュラムを要望

している（http://www.mext.go.jp/b_menu/

shingi/chousa/koutou/005/toushin/011101.

htm，文部科学省HP：2009年12月28日閲

覧）。この要望を出した前提には、懇談会の

以下の問題意識がある。

「教員養成学部内においても従来からいわゆ

る「アカデミシャンズ（学問が十分にでき

ることが優れた教員の第一条件と考える人

達）」と「エデュケーショニスト（教員とし

ての特別な知識・技能を備えることこそが優

れた教員の第一条件と考える人達）」との対

立があり、それぞれの教科専門の教育指導の

「環境と人間」
   プロジェクト研究報告
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基本方針が、分野によりあるいは教員により

違うという傾向がある。特に、小学校教員養

成において、わずか数単位である小学校の教

科専門科目にどのような内容を盛り込むべき

かという教員養成学部独特の課題についても、

共通認識が薄かった面がある。そのことが、

教員養成カリキュラムの共通の目的性に欠け、

ややもすると学生に対する教育が教員個々人

の裁量に委ねられているのではないかとの批

判につながっている。」

この報告書を契機として、いくつかの教

員養成学部では改革が進められ、弘前大学

教育学部（遠藤・福島 編著，2007）、佐賀

大学文化教育学部（佐長・上野・甲斐 編，

2009）の取り組みは，一般の書籍として出版

されている。以上のように、教員養成学部・

大学におけるカリキュラム構成と授業内容に

関する研究や実践は、早急に求められる上に、

日本では新しい研究領域として取り組む価値

が十分にある。

教師教育（教員養成）の高度化について佐

藤（2005）は、教師の仕事が特定の職能技術

で特徴付けられる実務家ではなく、医者や弁

護士に匹敵する高度に知性的な仕事、すな

わち専門家（professional）であると定義し、

カリキュラムについて以下の提案を行ってい

る。

「専門家教育の本質は理論と実践の統合にあ

り、実践的研究とそれを基礎とする判断力の

形成にある。医師教育の中核が臨床研究、弁

護士教育の中核が判例研究に求められてきた

ように、専門家教育の中心は実践的な問題解

決を高度の専門的知識の総合によって遂行す

る実践的見識の形成にあり、実践的研究とし

ての「ケース・メソッド」がカリキュラムの

中核にならなければならない。」

ケース・メソッド（case method）は、事

例研究を重視した教育方法を示し、アメリカ

合衆国の法科大学院（law school）、経営大

学院（business school）の授業形態として知

られている。特にハーヴァード大学経営大学

院ではケース・メソッドがカリキュラムの

中核になっている（土屋，1974）。椙山女学

園大学では人間関係学部（1987年開設）、教

育学部（2007年開設）のカリキュラムにケー

ス・メソッドが組み込まれ、3～4年生に開講

されている。私は教育学部でケース・メソッ

ドⅠおよびⅡを担当しているが、教育学部内

ではケース・メソッドの授業内容に関する担

当者間の合意は議論されていない。そのため、

通常の大学教育でカリキュラムの中核となっ

ているゼミ（セミナー）と同一のものと考え

られ、現状では、担当教員の学問的専門性が

色濃く出る授業内容になっている。

私は、教育学部で教科専門の「理科」と

「生活科」を主に担当している。それらの授

業実践で感じることは、学生たちが学校現場

で教材開発を行える力をどのようにして育む

べきか、という点である。赴任した学校で地

域の自然環境・文化を“素材”として用いれ

ば独創的な教材開発に結実するであろう。そ

のような学びの場を養成課程の段階で体験さ

せたい。しかしながら、現状の半期15週のみ

の教科専門科目では、時間的な制約により、

一般的な教材体験を広く浅く行うことで精

一杯である（野崎，2010a）。そのため“素

材”研究には手が回らない。この問題意識を

ケース・メソッドの授業内容に反映させるこ

とが私の研究課題の1つである。

私は教員養成（教師教育）の将来は、佐藤

（2005）が提案した道筋によって改革されて

いくべきであると考えている。そこで、教員

養成の高度化を達成できるようなケース・メ

ソッドの授業内容（プログラム）を模索し、

試行している。本稿は、私が教育学部で行っ

た第1回目のケース・メソッドⅡの実践内容

をまとめたものである。
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実践対象と担当教員

実践対象は椙山女学園大学教育学部（愛知

県名古屋市）で開講されているケース・メソ

ッドⅡの受講学生である。ケース・メソッ

ドⅡは、教育学部では3年生からの履修とな

り、後期（9～1月）の木曜日1～2限（2コマ

連続）に開講した。教育学部は2007年に開設

された新設学部で、2009年現在、3年生まで

進行している。教育学部には、保育士・幼稚

園教員の養成を主とする保育・初等教育専修

（定員80名、保育士・幼稚園教員免許必修）

と小学校教員の養成を主とする初等・中等

教育専修（1年次定員67名、2～3年次編入3名、

小学校教員免許必修）が設置され、入学試験

の時点で別選抜となっている。全体の3分の1

から半数近くは推薦入試、それ以外は学力試

験を経て入学してくる。初等・中等専修には

音楽・数学の中学校・高等学校教員免許の課

程が併設されているが、課程独自の選抜はな

されていない。学力試験は英語が必須、他に

1教科を選択する2教科型と、2教科を選択す

る3教科型が併存している。学力試験の科目

選択の状況から、教育学部生の多くは、高等

学校で文科系であったと推測される。

受講学生は、保育・初等教育専修3名、初

等・中等教育専修8名の11名であった。初

等・中等教育専修の受講学生の内、7名が数

学専攻、1名が音楽専攻であった。11名を各3

～4人の3班に分け、作業は協働で行うよう指

示した。

担当教員は、信州大学繊維学部応用生物科

学科（農学士）、同大学院工学系研究科応用

生物科学専攻（農学修士）で水道生物学、衛

生工学を学び、京都大学大学院理学研究科植

物学専攻では、琵琶湖の生物相に及ぼす人間

活動の影響を研究した（理学博士）。教員

免許は中学校・高等学校理科1種であり、教

育学部に着任するまでは小学校教員養成課

程・学校現場とは縁がない場で教育・研究

に携わってきた。研究上の専門領域は、自

然地理学および地球科学の一分野、陸水学

（Limnology）である。

実践内容

ケース・メソッドⅡで扱った単元と内容を

表1に示した。9月24日に1～2回目の授業を行

った後、10月15日まで開講しなかった理由は、

回数 日付 時限 単元 内容

1 9月24日 1 身近な野山の植物採集 植物採集の方法と実践（東山公園の外周）

2 2 植物標本のつくり方 押し葉法による植物標本の作製

3 10月15日 1 植物の見分け方（分類の基礎） 植物標本，写真，図鑑を用いた分類

4 2 自然調査のまとめ方 押し葉標本のまとめ，パネル作製

5 10月22日 1 水道水の分析-1 利き水体験（水道水，市販の硬水，市販の軟水，蒸留水）

6 2 水道水の分析-2 パックテストを用いた水質分析

7 10月29日 1 水道水の分析-3 サリチル酸ナトリウム法による硝酸態窒素の分析

8 2 水道水の分析-4 過マンガン酸カリウム消費量による化学的酸素要求量（COD）の分析

9 11月5日 1 秋の自然を知る-1(木の実） 椙山女学園大学星が丘学舎周辺における木の実の採集

10 2 秋の自然を知る-2(木の実） 椙山女学園大学日進学舎周辺における木の実の採集

11 11月12日 1 団栗（どんぐり）の見分け方 図鑑を用いた団栗の分類，団栗の背比べ

12 2 団栗（どんぐり）を味わう 炒った団栗，くるみ，栗，さつまいもの試食

13 11月19日 1 地域の水環境を調べる-1 新池の野外調査（水質分析，プランクトン採集）

14 2 地域の水環境を調べる-2 猫が洞池の野外調査（水質分析，プランクトン採集）

15 11月26日 1 水中の小さな生き物を知る プランクトンの顕微鏡観察（生物顕微鏡の使用方法を含む）

16 2 食文化から地域の環境を考える 五平（御幣）餅の調理と試食

表1.…ケースメソッドⅡで扱った単元と内容
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この間、受講学生の半数以上が教育実習に出

向き、授業が成立しなくなるためであった。

授業形態は、体験型で行い、知識を伝達する

講義型、受講学生同士が意見交換をする議論

型の授業形態はほとんど行わなかった。この

理由は、少人数の授業であるため、知識伝達

や議論が、随時、実施可能であったためであ

る。体験型授業を行った場合、授業を単なる

体験の場として終わらせるだけでは発展がな

い。そこで体験したことを深めるために毎回、

課題（宿題）を出した（表2）。以下に、単

元ごとの説明を行う。

身近な野山の植物（4時限）

学校現場との対応は、小学校1～2年「生活

科」、3～4年「理科」、総合的な学習の時

間、を想定した。9月24日には、野外調査と

標本作製を行った。野外調査は、東山動植

物園の外周を巡る1万歩コースの一部で行っ

た。主な野草、樹木の見分け方、種類の判別

に効果的な写真の撮影法を実習した。採集し

た植物は、理科室で押し葉法によって標本に

した。10月15日には、標本、写真を用いて採

集した植物の同定（分類）作業、および標本、

写真のまとめ方、展示方法を実習した。標本

は1枚の厚紙に、写真は、パネル1枚に、それ

ぞれ効果的に並べるように指導した（写真1，

2）。植物の分類には、岩瀬・川名（2001）、

日野・平野（2007）、林（2008）、いがり

（2008）を用いた。

水道水の分析（4時限）

小学校5～6年生から中学校も対象に含めた

総合的な学習を想定した。10月22日は、まず

利き水実験（野崎，2008）を体験し、無味と

思われる水にも味があり、その味は、水中の

カルシウムとマグネシウム濃度で示される硬

度によって決定されることを理解してもらう。

そして普段、何気なく用いている硬水、軟水

の科学的な意味を学ぶ。続いて自宅の水道水

を用いて簡単な水質分析を実習した。水道水

は、事前にきれいなポリびんを配布し、当

日付 課　題

10月29日 1)各人が持ち寄った水道水の化学分析の結果を一覧表にせよ

2)水道水の水質に違いが見られた場合、その原因について考えよ

3)水道水の水源を保全するために重要なことは何か。君の考えを述べよ

11月5日 1)昭和16年文部省発行の教師用指導書と現在の指導書の内容を比較せよ

2)比較結果に対する自分の考えを文章で述べよ（A4用紙1枚以上）

11月12日 1)採集したどんぐりの，①種類，②個数，③長さの平均（±標準偏差）・最大・最小を一覧表にする

2)どんぐり，さつまいも，くり，くるみの味の感想を一覧表にまとめる

3)大変に渋い木の実である「とちのみ」を用いた「とちもち」がある。この「とちのみ」と「とちもち」について調べてまとめよ

11月19日 1)調査地に向かう中で，感じ取った秋～冬の風景を述べよ

2)ため池の水質調査の結果を一覧表にまとめよ

3)観察されたプランクトンの種類を一覧表にまとめよ

4)顕微鏡を用いる上で注意すべき点をまとめよ

5)2つのため池の水質とプランクトンの種類を比べ，わかったことを文章で述べよ

6)五平（ごへい）餅のつくり方を調べよ

11月26日 1)試食した「五平もち」で最も美味しいと感じた味付けを挙げ，その理由を述べよ

2)「五平もち」の名前の由来を調べよ

3)「五平もち」の形と味付けの多様性を調べ一覧表にまとめよ

4)自分が住む地域，あるいは親族が住む地域に特有の料理，食材，調味料を1つ挙げ，詳細に調べまとめよ

表2.…受講生に課した課題の一覧
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日の朝、採取させた。測定項目は①残留塩

素（単位mg/l，共立理化学パックテスト）、

②電気伝導度（単位mS/m，東亜DKK電気

伝導度計）、③硬度（単位mg/l，共立理化

学パックテスト）である。

10月29日は、前回の続きとして、専門の大

学・研究機関で行う分析法を用いて、①硝酸

態窒素（単位μg/l，サリチル酸ナトリウム

法：Kalff and Bentzen，1984）、②化学的

酸素要求量（単位mg/l，COD‐過マンガン

酸カリウム消費量：日本分析化学会北海道支

部，1994）を測定した。測定結果を一覧表に

まとめ、比較した（表3）。

水道水質は水源と良い対応を見せ、地下水

を水源とした水道水は、電気伝導度、硬度、

硝酸態窒素濃度が河川を水源とした水道に比

べて高い値となり、水が地下を浸透する過程

で土壌から物質が溶け込むことが理解できた。

岐阜県各務原市の水道水は、硝酸態窒素濃度

が他と比べて著しく高い値を示したが、これ

は名産のニンジン栽培に伴う施肥の影響であ

ることを説明した（野崎，2010b）。以上の

分析結果から、水道水質には地域の特性が色

濃く表れることを実感してもらった。他に用

いた文献は、小島（1985）、中臣（2004）で

ある。

場所 水源 電気伝導度 硬度 硝酸態窒素 COD

（mS/m） （mg/l） （mg/l） （mg/l）

愛知県春日井市 木曽川 8.54 10～20 0.60… 1.1…

三重県鈴鹿市 地下水 18.2 80～100 2.81… 検出不可

愛知県豊田市 矢作川 6.48 10～20 0.66… 1.1…

愛知県一宮市 木曽川 10.1 20 0.32… 検出不可

愛知県尾張旭市 木曽川 7.47 10～20 0.57… 0.3…

岐阜県岐阜市 長良川伏流水 8.55 50 1.11… 0.2…

愛知県名古屋市 木曽川 8.37 10～20 0.54… 1.0…

岐阜県各務原市 地下水 15.6 20～50 5.56… 0.2…

愛知県小牧市 地下水 11.5 50 1.11… 1.2…

写真1.…押し葉法で作成した植物標本のまとめ 写真2.…植物採集の結果を紹介するパネル

表3.……水道水の水質分析の結果
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秋の自然と木の実（4時限）

小学校1～2年「生活科」、3～4年「理科」、

総合的な学習の時間、を想定した。11月5日

は、自然体験と木の実採集に費やした。1時

限は東山公園、2時限目はスクールバスを利

用して日進学舎周辺でそれぞれ行った。日進

学舎周辺では、野外における危険について体

験するために、斜面を登ったり、藪の中をく

ぐったりした。採集した木の実は、理科室で

水洗いし陰干しにした。受講学生に、昭和16

年発行の教師用指導書（日置ほか，2009）に

記載された「木の実拾い」の箇所と、現在の

小学校4年生理科指導書に記載された「生き

ものを調べよう（秋）」（大日本図書）のコ

ピーを渡し、内容の比較を行わせた。

11月19日は、採集した木の実の中で団栗

（どんぐり）の分類を行った（伊藤，2007）。

そして団栗の寸法を1個ずつ測定させ、団栗

の背比べを行わせた（写真3）。同じ種類の

団栗であっても、かなり変動の幅は大きく、

思ったよりも団栗の背比べにはならないこと

を実感させた。

続いて調理実習室に移動し、団栗を種類ご

とに乾煎りし塩をふって試食してみた。試食

した団栗は、主にアベマキ、コナラ、アラカ

シであったが、いずれも渋味が強く、美味し

くないことを体験してもらった。それはサツ

マイモ、栗、クルミと食べ比べてみると一層

際立った。かつては、重要な食料であった団

栗が、今では利用されなくなった理由を、受

講学生は味覚の点から実感したようであった。

ただし、渋味（あく）が最も強い木の実であ

るトチの実が、現在でも山間部ではトチ餅の

材料として珍重されていることに触れ、その

実態を調べてくることを課した。

地域の水環境を調べる（2時限）

小学校5～6年生から中学校も対象に含めた

総合的な学習を想定した。教育学部の近くに

位置する新池と猫が洞池の水質調査を行っ

た。受講学生には星が丘の地図を渡し、それ

を読み解きながら調査地まで到達することを

まず課した。調査地では、水道水の分析で用

いた手法で水質を測定し、同時にプランクト

ンネットを使いプランクトン（水中の小さな生

物）の採集を行った（写真4，5）。

写真3.……コナラの団栗（どんぐり）の背比べ

写真4.……猫が洞池における水質調査の様子 写真5.……新池におけるプランクトンの採集
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水中の小さな生物を知る（1時限）

平成22年度から完全実施される新しい理科

の学習指導要領では、5年生の生命の単元に

「水中の小さな生物」としてプランクトンが

加わる。そこで生物顕微鏡の正しい使い方を

習得することと併せて、先週採集したプラン

クトンの観察を行った。プランクトンの分類

には日本水道協会（1993）を用いた。

食文化から地域の環境を考える（1時限）

小学校1～2年生の生活科から義務教育全体

に渡る総合的な学習の時間を想定した。地域

の食文化は、地域の自然や社会環境を反映

していることが多い（例えば，鈴木・野崎，

2007）。そのため、食文化は地域を知る格好

の教材となり得る。そこで、今回は五平（御

幣）餅を素材に取り上げ、その調理と試食を

行った。五平餅のかたちは、団子型、わらじ

型、キリタンポ型と多様であり、餅に塗るた

れも醤油、味噌を基本にゴマ、クルミ、ショ

ウガ、ネギ風味などこちらも多様である。受

講学生には、いろいろな形、味の五平餅を調

理し食べ比べてもらった（写真6～9）。授業

で用いた文献は、日本の食生活全集（1986；

1987；1989；1990）である。

今後の展開

私は、教材とは、ある教育目標を達成する

ために、身近な“素材”を、教師の個性で独

創的に仕上げることが良いと考えている。つ

まり、教師集団は、教育目標には一定の共通

理解を持ちながらも、そこに到達する過程

写真8.…焼きあがった五平餅-2

写真6.…受講学生がつくった五平餅

写真9.…焼きあがった五平餅-3

写真7.　焼きあがった五平餅-1
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（道すじ）は多様であるべきとする立場であ

る。したがって、教師の教材開発力を高める

ためには、養成課程における幅広い“素材”

体験とその内容理解が大切であり、最初から

実績のある教材案を学ぶことには反対である。

2009年度のケース・メソッドⅡは、以上の考

えの下、“素材”体験を中心とした実践を行

い、指導案（教案）作成法、指導法について

は、扱わなかった。今後も教育学部のケース

メソッドが、クラスごと教員1人担当で運営

されるのであれば、今回の進め方を踏襲して

いくつもりである。しかしながら、可能であ

れば、ケースメソッドの運営方法を大きく改

変し、真の意味での実践的研究を行いたい。

佐藤（2005）は、教師教育の高度化を達成

するために、「実践的研究（ケースメソッ

ド）」が、カリキュラムの中核を成すことを

提案している。その内容は、従来の「教科教

育（指導法）」と「教育実習」を統合し、教

育体制は、教科の学問を専攻する研究者、教

育学の研究者、そして現場の教師、これら

3者の協同で実施されることを想定している。

私は、この枠組でケースメソッドが運営され

た場合、教科の研究者が“素材”、教育学の

研究者が“教育目標”、現場の教師が“方

法”をそれぞれ担当し、確かに教育内容の高

度化が達成されると考える。本学教育学部の

ケースメソッドが、真の意味で教員養成にふ

さわしいケースメソッドになるよう、付属校、

併設校、大学の教員が協同し、佐藤（2005）

の提案に沿った改変が行えるよう私も努力し

たい。
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(Ⅰ)…知のあり方（エピステーメー）を変え
　　ると

（１）自然人類学者の筆者が経験した　　　

　  　不思議な体験から

音楽では同じ楽譜でも、演奏の仕方や表

現などによって、あるいは演奏者の感性の

違いによって、曲の印象がかなり違ったも

のになることが知られている。同じような

ことが、詩や文学作品や、評論や論説文な

どでも起こり得る。同じ文脈のなかのどの

語をどう強調するかによって、思考や論説

の意味合いが微妙に違ってくる。しかもそ

れが思いと異なり、かなり重要な意味の転

化やすれ違いを生じ易い。

それに関連した話だが、筆者は最近『科

学技術を人間学から問う』2009　総合人間

学会編のなかで、「自然人類学者の独り

言」の表題の下で小論を展開した。そのな

かで、『２ 不思議な「ある瞬間！」の話』

として、実際に体験したことを述べた。

その頃、筆者はこれらの事実を、世俗次

元の精神からメタ化した次元への飛躍の話、

つまり世俗次元から宗教次元の入り口に繋

がる話として、先送りしていた。 当時の筆

者の頭の中では、まだ十九世紀以来の科学

と宗教の固陋な断絶がどうしても拭い切れ

ないでいたからだ。

ところが、そのような論点はすでに優

れた先人G.ベイトソン(G.Bateson、1904～

1980)の学習理論やA．H．マスロー（A.H. 

Maslow, 1908～1970）の人間性心理学（当時

は精神分析学派や行動主義心理学派に対し第

三心理学と呼ばれた）によって触れられてい

ることを知り、少なからず驚いた。

長年、自然科学の領域で勉学し、その流れ

のなかで神秘とか不思議という表現に出会う

と、なんとなく胡散臭く感じ、辟易し、警戒

し勝ちだった筆者が、その帳の向こうに対し

てもそれなりの関心を持つようになったのは、

どこかでベイトソンやマスローの影響を受け

ていたからかも知れない。

意を伝えがたいデリケートな話になるが、

本稿ではこの辺の問題について、主として筆

者の実体験から出発して、ベイトソンやマス

ローの論理や理論に基づいて再考してみたい。

それにはまずそのきっかけになった上述の直

接的な体験をもう一度ここで再録して記載せ

ざるを得ず、敢えてその部分の重複には目を

つむって紹介しておかなければなるまい。

（２）再録『「自然人類学者の独り言」のな 

　  　かの不思議な「ある瞬間 !」』の話から

（A）人類進化の壁にぶつかる

人間には矛盾を内に包み込みながら、それを乗

り超えて生存し続ける姿がある。過去の姿を切り

「悟り」や「啓示」は宗教領域だけの概念か
～自然人類学から脱皮して～
The Concept of Satori (bodhi in Buddhism) and Revelation should not be
limited always in the religious dimension～ Consideraton going over the 
category of Physical Anthropology.

椙山女学園大学名誉教授
　京都大学名誉教授

日本福祉大学コミュニティ ･ スクール校長
椙山人間学研究センター客員研究員

 江 原  昭 善
 Akiyoshi Ehara



Journal of Sugiyama Human Research 2009176

捨てて前に進むのではない。それを内に包み込ん

で進化するのだ。これを向上進化anagenesisとい

う。このようなプロセスを経過しながら、自然は

進化してきた。その進化は物質次元から生命次元、

文化・精神次元、メタ精神次元へと、次第に桁外

れの加速度でもって進化してきた。そして人類は

あらゆる生き物のなかでその最先端の位置にある

（『稜線に立つホモ・サピエンス』、宇宙レベル

で見た人類への向上進化、p.95）。

その人類の精神次元が、いま、進化の大きな壁

にぶつかっている。筆者はそれを稜線に立つ人類

の姿と捕らえた。この稜線を超え損なったときは、

人類は滅びの断崖を転げ落ちることになる。幸い

にしてそれをうまく超えたとき、さらに高次のメ

タ精神次元へと進化することだろう。

私たちは今、それを実体験しつつある。それは

日常の論理、時間や空間の感覚を超えたものとし

て理解しなければならない（詳細は『稜線に立つ

ホモ・サピエンス』、学習Ⅱの行き詰まりと学習

Ⅲへの飛躍。pｐ.242～244）。というのもそれは

世俗的な論理や感覚で捉えようとすれば、いささ

か論理を飛躍させた神秘としかいいようのない不

思議な次元だからだ。まさかと思う向きには、二

十世紀に入って発達した量子力学の領域のいろ

んな現象を、すべて慣れ親しんだニュートン力学

の論理や法則で理解しようとしたときに直面する、

あの当惑を想像してもよい。

（B）スポーツの次元での「ある瞬間…!」

まずスポーツ界の実例について考えてみよう。

その世界では、分かり易いよい実例が数多くある

からだ。その世界では、0,1 秒の壁、1センチの高

さや幅をどう克服するか、人間の身体的･精神的限

界をいかにして超え得るか、を目指して研鑽し努

力しているスポーツ選手に、その象徴的な姿が現

実的に読み取れるからだ。（思いつくままに、そ

の具体例を拾って見よう。気をつけて見れば、そ

のような例は他にも数え切れないほどあるが･･･）。

事例1：（後述のマスローの至高体験、あるいは

ベイトソンの学習Ⅱ～Ⅲに相当）。

かつてアイススケートのスプリンター

黒岩彰選手は、周囲からも期待され、

みずからもメダルを願いながら、何度

かの不運に見舞われた。そして勝ち負

けを離れて自分との戦いに気持ちを切

り替え、無心状態で日頃のトレーニン

グでレースに臨んだ。

「その気持ちの変化が、不思議なこと

に、結果としてメダルにつながった」

　　　　　と彼は述懐する。

事例 2:（ベイトソンの学習Ⅱ～Ⅲ、マスローの至

　　　　　高体験に相当）。

最近の例では、ハードルの為末大選手

も、想像を絶するきびしい練習の過程

で、「勝負よりも自分のできる範囲の

ことを精一杯やることに切り替えて専

念した」という。その結果「これが自

分か！」と思うほど体が軽くよく動き、

北京オリンピックへの出場が叶った。 

事例3：小椋久美子・潮田玲子（マスローの至

　　　　　高体験に相当）。

三洋電機のオグシオ（小椋･潮田チー

ムのニック・ネーム）は、11月16日に

東京代々木第二体育館においてバドミ

ントンの全日本総合選手権で、好ライ

バルの末綱・前田組と対戦。手に汗握

る対戦というより、文字通り息も止ま

らんばかりの死闘の結果、互いに逆転

に次ぐ逆転の挙句、勝利を勝ち取った。

その劇的な幕切れに、潮田は「急に相

手の空間が見えるようになった。不思

議な感覚で最後は闘えた」と驚いた、

という。

スポーツに限らず、学問上の専門分野や絵画や

音楽などの芸術分野でも、伝統的な技芸や技能

や名人芸といわれる技術を持った人たちでも、研

鑽と修行を積んだ人たちでも、これと似たような

「ある瞬間！」(後述のマスローの至高体験に相

当）を経験した人が多いと聞く。以上の実例は、

ベイトソンの学習理論における学習Ⅱから学習Ⅲ

への飛躍に相当する。

次に筆者の研究中に経験した実例を取り

上げてみよう。 
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（C）研究室での不思議な体験（中日新聞、
　　　 1995、1月23日）　

筆者がドイツで研究に従事していたある日のこ

と。すぐ傍の大きな仕事机の上にはいつも、サル

類の頭骨が100個ほどずらりと並んでいた。同僚た

ちと議論やよもやま話に花を咲かせるときも、こ

の机の前。暇さえあれば、これらのサルの頭骨を

眺めて、気がついたことがあれば、それをメモに

書き留めた。

半年も続いたそんなある日のこと。眼窩（眼球

が収まる穴）の外縁部に毛よりも細い1本の線が

走っているのに気がついた。その線の外側と内側

では、骨の繊維の走り方が微妙に違う。他の種類

のサルでもヒトでも、やはりその線が認められる。

その積りで見ないと、見ても見えない特徴だった。

このとき以来、筆者の骨を見る目は変わった。

「どのような特徴か」だけでなく、「どのような

意味が隠れているか」を読み取るようになったの

だ。

だから形態学はおもしろい。カントは哲学を感

じ取り、ゲーテは自然の秩序や神の意志を読み取

り、ダーウィン以後の形態学者は進化の微妙なメ

カニズムや道すじを理解するようになった。

それらの骨はいずれも持ち主が骨になるまで間

違いなく生きていた。そして生まれてから死ぬま

での間の生活が微妙に骨に刻み込まれている。そ

の意味を探るのが形態学の第一の目的だ。

ある日、いつものように、頭骨の特徴をメモ

していた。どういうわけか、面白いように、骨は

語りかけてくる。あっという間に何ページもの記

録になった。翌朝、念のためにこの記録を片手に

もう一度、同じ頭骨から直接にその特徴を読み始

めた。ところが不思議なことに、同じ頭骨なのに

メモのようには見えてこない。時間をおいて、ま

た眺めてみた。繰り返すうちに、やっと元のメモ

が正確であることを知った。同じ特徴が、まるで

「だまし絵」のように見えたり見えなかったりし

たのだ。

後に画家の友人に、この不思議な体験を話した。

友人は驚いて、「絵を描くときと同じだ。同じ風

景が、見えたり見えなかったりするんだ」。

このような体験を繰り返しているうちに、骨を

見る目がいつしか、一定したものに落ち着いてき

た。どの骨を見ても驚かなくなった。「骨が理解

できる」という自信だ。

科学の世界でもこのような非合理な次元がある

ことを知った。恐らく絵や彫刻や音楽や芸能の世

界などでも同じではないだろうか。

（D）この不思議な瞬間は何だろう？

（a)  夜のアワシュ河 ( エチオピア北部 ) のほとりで
　　 の不思議な体験（マスローの至高体験に相当）

日本を発って数ヶ月間、調査のための物資の調

達や準備万端、困難を極めた外交上の手続きや交

渉、ベース・キャンプから調査地までの危険を伴

う悪戦苦闘の果てに、ようやくかつて人類が誕生

したその荒漠たる灼熱の地に立つ。

　これからは、彼らが閃光と雷鳴に身を伏せ、肉

食獣の咆哮におののき、食物や水を求めて彷徨し

たように、いま私たちも同じ厳しい自然のなかで

生きることを要求されている。　

　　　　　<　中　　　略　>

余熱が残る大地に大の字になり、降り注ぐ満天

の星に見入っているうちに、体は夜空に溶け込ん

で消えてしまい、私の内なる意識だけが星間を飛

び交う。あの月が明日には、時間と空間を飛び超

えて、はるか日本の我が家の上で、凍てついた夜

空を照らすことだろう。二十四時間のうちに、隈

なく世界中の人々の頭上をめぐる月！

アファール猿人もこの月を仰いだ。以来、二百

五十万年以上も全人類が、あの小さな月に目を注

ぎ、全時代の全人類の喜びや悲しみを凝縮させた

あの月、時間と空間の超越…。

現地雇いの通訳や人夫たちが、かがり火を囲ん

で車座になり、その火に照らされた黒いシルエッ

トが手を打ち、囃し、１人が踊り始める。その卑

猥な身振りに、どっと歓声。

夜空をしきりに星が流れる！

そこには時代も国境も越えた人間の姿があった。

彼らが囃す言葉も分からないし,何を考えているか

も知らない。けれども、深いところで人間はみな、

私も彼らもつながっているのだ。

そう感ずると、わけもなく潮の寄せるようにじ

わじわと、私の心に喜びと感謝に似た熱い気持ち
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が満ちてきた。「なぜ?」とか「だれに?」と訊ね

られても、私にも分らない。多分この厳しい自然

のなかで、ともに「生きていること」「人間どう

しであること」への心底からの精神の共鳴だった

のかも知れない。（『人間性の起源と進化』、江

原、1992）。

（b）高尾教授のふしぎな体験（マスローの至高体
　　 験に相当）

法政大学名誉教授で、キリスト教や仏教にも造

詣の深い高尾利数氏が、吃驚するほど筆者と類似

した体験を記しておられる。これは偶然の類似だ

ろうか。いや、類似というよりも、ある瞬間にメ

タ精神系へと飛躍する人間（ベイトソンの学習Ⅱ

～Ⅲ）が直面した共通の現象と考えた方がよいの

かもしれない。

彼はいう、「ある秋の日の午後、松林の中で仰

向けに横たわり、松の梢越しに深い秋空を放心し

たように見上げていた。限りもない深淵のような

蒼穹を見つめているうちに、自分の存在が希薄に

なって、聞こえるものは松籟の音だけとなり、不

意に自分が大地や大空と融合してしまったような

感じを受け、なんともいえない充実感と幸福感

に満たされて、自然と涙が流れ出し、透明な一

種の法悦感のようなものに包まれた思いになった

･･･。 そして心の底から「分った」というような

喜びを感じたのであった ･･･。 『こういうのが、ユ

ダヤ教やキリスト教でいう < 啓示 > ということな

のかなぁ、あるいは仏教でいう < 悟り > というも

のかなぁ』などと思ったことであった ･･･ 。ある

いは仏教でいう正定（しょうじょう）かと思って

いる。」（『ブッダとは誰か』、高尾、2000）。

筆者や高尾教授の体験が俗にいう悟りのような

ものだとしても、ほんの入り口のようなもので、

ふれ歩く程のものではないのかも知れない。だが

白隠禅師の初期の段階（法身ほっしん）の入り口

に相当するものかもしれない（ベイトソンの学習

Ⅱ～Ⅲへの移行の瞬間）。もしもそうだとすると、

至高体験にも深浅の違いがあるということになる。

大いにあり得ることだ。

江戸中期に臨済宗に新たな息吹きを吹き込んだ

といわれる白隠禅師は二十四歳のとき悟りの境地

を得たと考えた。しかし、その悟りは本物ではな

かったと気づき、いっそう厳しい修行を続け、さ

らに深い悟りを開くという繰り返しが白隠の生涯

だったという。つまり悟りにも浅い悟りと深い悟

りがあるということか。この体験を基に、白隠禅

師は段階的に向上するいわゆる考案禅を編み出し

たと伝えられている。それに似た境地だったのか

もしれない（Ⅲ（3）参照）。

（c）吉本伊信氏の体験 ( マスローの至高体験、ベ
　　 イトソンの学習Ⅲへの飛躍に相当 )

本稿執筆中に、きわめて興味のある類似の経験

が、精神科医 栗本藤基氏の単著『精神の破壊と復

興』のなかで、報告されているのを見つけたので、

ここに追加しておこう。

「吉本伊信の『内観』は、浄土真宗の『見調べ』」

に端を発し、吉野の山中で ｢人間死んだらどうな

るか｣ と自らに問いかけ、飲まず食わず考えた。

あるとき、突然、自らは大きな宇宙自然の力によっ

て生かされていることに気づいた。そのとき、生

死を考えていた自分を超えて、満身の喜びがこみ

上げてきた」というのだ。

(a)～(c)は偶然気が付いたに過ぎない記録

だが、なんと類似した現象であろう。

(Ⅱ)…ベイトソンの学習Ⅲは精神秩序系の
　　メタ化（学習理論による「悟り」）

（1）ベイトソンの思想

ベイトソン（Gregory Bateson,1906～

1980）は英国の著名な遺伝学者W．ベイトソ

ンの三男として生まれ、系統発生学や個体発

生学や進化学などを手始めに、当時流行し始

めたシステム論、イルカの行動観察や学習理

論の構築、精神医学、文化人類学などの領域

でも、ただ知識を掻き集めるだけでなく、そ

れぞれの分野で多く法則を発見したりして、

重要な業績を残した。　

その学問的な足跡を見ただけで、ベイトソ

ンが大学のひとつの講座や専門に収まり切る

ものでなく、その学問的視野の広さこそが、
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彼の新しい世界観や「生命圏思想」を打ち立

てるのに不可欠であったともいえよう。

本論にとってとくに重要なのは、ベイトソ

ンが強調する「生命圏」という概念だ。それ

はよく指摘されるような、この自然界で生き

物が占める世界という狭い意味ではない。彼

のいう生命圏は地球上の現象に限定したもの

でなく、宇宙全体の視野から物質･生命･文化

･精神に亘って捉えている（『精神と自然』、

『精神の生態学 上･下』参照）。

自明のことながら、生き物は自分が生きて

いく上で欠かし得ない物質の世界、つまり無

機的環境と決して無縁ではない。その両者を

切り離すことなく、生き物と環境は常にひと

つの系（システム）として、つまり生き物と

しての各特徴と物質的な環境としての各要因

とが、あたかもひとつの織物のように織り合

わされて、自然界に存在している。だからた

とえば「環境のない人間」や「人間のいない

人間の環境」などのように、切り離した状態

で考察することはあり得ないことなのだ（江

原『人間はなぜ人間か』pp.203～223参照）。

生命圏ではすべての存在が関係性を保ち、

パターンを形成し、そのパターンどうしが更

に結び合い、メタ・パターンを形成する。こ

のようにして生命圏では生き物もそれを取り

巻く無機界も、さらに精神すらも、すべて結

び合う。そこでは仏教でいう「縁」の思想す

ら伺える。

ベイトソンによれば、私たちが通常リアリ

ティと呼んでいる世界は、学習Ⅱの経験によ

って構成されているという。それに対して学

習Ⅲは、仏教の｢悟り｣やキリスト教やユダヤ

教やイスラム教の｢啓示｣の世界および病的な

カルト的･分裂症的世界に相当する。しかし

彼は、その内容には立ち入って説明してはい

ない。むしろ心理的に突如として学習Ⅱから

Ⅲへと飛躍的に移行する経緯（メタ化の機

序）に関心があったからだ。その状況はまさ

に、「悟り」や「啓示」の出現の機序と酷似

する。ベイトソンはこの学習Ⅱから学習Ⅲへ

の飛躍的移行を、イルカの行動から発見した

のだが、そのメタ化の機序やメカニズムは、

内容は別とすれば人間でもイルカでも同じだ

というのだ（後述、学習Ⅱ）。

だが「悟り」のきっかけは、宗教や芸術や

伝統的技能、あるいは心理学的、形而上学的

といったメタ化したときの学習Ⅱの動機と関

連することから、その内容や深さについては

様々だと考えた方がよい。この問題について

は、後ほどさらに突っ込んで考えて見ること

にしよう。

その前に、ベイトソンの指摘する学習理論

とはどのようなものかを、概観しておこう。

　

（２）学習の三段階説

私たちは「梅干し」という言葉を聞いただ

けで、じわっと唾液が滲み出てくる。何故だ

ろうか。

これは梅干の酸っぱさを過去に学習（経

験）したことがあり、それに対する反射的な

行動なのだ。このような行動を、発見者の名

をとって「パヴロフ的反射」という。このよ

うなレベルの学習には、以下に述べるように

４種類があり、何れもベイトソンはまとめて

原学習（学習Ⅰ）と名づけた。

学習Ⅰ（原学習）

1)　自分の行為が積極的に関与しないパヴ

ロフ的学習。梅干しと聞いただけ自動

的に唾液が出てくるような受け身の反

射行動。

2)　何かをすることで報酬が得られる道具

的学習のコンテキスト。たとえば、イ

ルカがある芸をすると、餌が貰える。

そのコンテキストを学習したイルカは、

餌が欲しくなるとその芸をする。この

ような行動を道具的反射という。

3)　たとえばネズミが一定時間内に棒を押

さないと、電気ショックが与えられる

実験で、それを避けようとする道具的

回避の学習コンテキスト。
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4)　たとえば単語Ａを聞いたら、次にすか

さず必ず単語Ｂを言うように強化される

「反復学習」のコンテキスト。

学習Ⅱ（メタ・メッセージの学習、学習の学

習化）

ベイトソンがイルカの行動観察から得た

学習理論についても極めてユニークで、そ

の法則は当然のことながら人間にもそのま

ま当てはまる、と彼はいう。

すでに述べたように、日常世界ないし

我々がリアリティと呼ぶ現象の大部分は、

この経験的知識で構成される。

ベイトソンは、イルカの行動観察で刺激

が繰り返されるうちに、これらの学習によ

る反射的行動が次第に速くなることを発見

した。つまり彼はイルカの実験を通じて、

学習者が原学習のコンテキストの性質を発

見し、理解したからだということを知った。

そしてこのコンテキストが継続するものだ

と予測する習慣を身につけた。いわば「学

習することを学習した」ことになる。

さらにベイトソンは学習Ⅱと学習Ⅲの段

階の区別をイルカの行動実験を通じて確認

し、すでに述べたように、その法則が人間

にも当てはまることを発見した。その学習

Ⅲへの飛躍は具体的にどのように生ずるの

だろうか。

あるイルカが、Ａという行動のコンテキ

スト（脈絡）からＢのコンテキスト、さら

にＢからＣへのコンテキストまでは、比較

的楽に学習したとしよう。

ところがある時点で、イルカがいつもの

ように同じタイプの行動を繰り返しても、

調教師はいっかな餌をくれようとしない。

何度繰り返しても結果は同じ。イルカは次

第にイライラし始める。

不毛な試みを14回も繰り返した結果、自

棄になって思いがけずも尾で水面を叩いた

（Ｄ）としよう。そして、ここで初めて餌

が与えられた。イルカはＡ→Ｂ→Ｃに続い

て、まったく新しいコンテキストに入るべ

く、Ｄ→Ｅという行動のコンテキストが要

求されていたことを悟る。ここでイルカは

初めて新しい体験をしたと考えることがで

きる（詳細はグレゴリー著『精神のエコロ

ジ下巻、第３部学習とコミュニケーション

の論理カテゴリー』、これはマスローの至

高体験に相当する）。

人間ばかりでなく学習能力が発達した動

物の間では、同じような学習経験が見られ

る。

以下の学習Ⅱから学習Ⅲに移るところを

とくに留意して頂きたい。

学習Ⅲ1～2…（メタ・パラダイム）

１）学習Ⅱの破綻や行き詰まりから脱却す

るのが学習Ⅲ1。

しかし人間の場合は、正常な心理的現

象として、個人的に新しい世界観やパ

ラダイムを持つとか、宗教的回心（悟

りの世界）を得ることにより、精神的

飛躍を遂げて破綻や行き詰まりを乗り

越え回避する。病的な場合では、カル

ト的になるとか、フラストレーション

やノイローゼや分裂症的世界に入る。

…２）超急激な時代的・歴史的あるいは社

会的変化に適応する大衆的な意識改革

として、学習Ⅲ２を追加しておきたい

（江原）。

従来の学習Ⅱの生活意識では、時代の超

急激な変革についていけず、その行き詰ま

りや破綻から脱却するのが歴史的学習Ⅲ２。

この認識が定着すると、学習Ⅱに包含され

る。たとえば産業革命以前の人間の生活意

識（学習Ⅱ）では、あまりにも急激な社会

変化のために、学習Ⅲ２へと飛躍せざるを

得なくなる。情報化の進展した現代のIT

革命とも呼ばれる情報社会への適応も、功

罪を含めてこのカテゴリーに含まれる。この

ようにして、学習Ⅱの向上進化が進行する。
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余談ではあるが、現在の日常生活、情報

社会への不適応から脱出して学習Ⅲ1～２

に飛躍できない人が、昨今のさまざまな社

会的事件を惹き起こしているともいえよう。

すでに述べたように、ベイトソンによる

イルカの学習行動の観察を通じて、その多

くが人間の行動にも当てはまることに気づ

いた。とくに学習ⅡからⅢへの飛躍的な移

行は、本稿のテーマである「悟り」や「啓

示」についても重要なヒントを与えてくれ

る。つまりカルト的で病的な神憑り現象と

は異なり、人間性のうちに存在する本性に

関係するものと考えることができる。

学習能力を持った生物でも、それ相応の

レベルに応じた類似の現象が観察されるこ

とをベイトソンは立証したのだ。この実態

がベイトソンのいう生命圏であり、「精神

の生態学」であるともいえる。これはすで

にギリシャ時代以来の固陋な理性主義の論

理を超えている。

マックス･ウェーバーの表現に従えば、

ギリシャ時代以来の「プラトン的魔術か

ら解放された思想（die Entzauberung der 

Welt）」ということができよう。

(Ⅲ)マスローの思想、とくに至高体験
マスローが活躍した時代の心理学の学界

では、人間精神の病的症状から正常な人間

を推し量るフロイトの流れを汲む精神分析

学派、動物実験から得た法則を人間の心理

へと応用する行動主義などが覇を競ってい

た。それらに対して健全な人間性そのもの

に視点を置いたマスローの研究は、第三の

心理学と呼ばれた。

（１）マスローの用語について

ここで、マスローが使用した創造的人間、

自己実現性、至高体験、人間性心理学などの

用語を簡単に解説しておこう。それらは互い

に密接に関連し合っていて、彼の思想全体を

理解するのにも便利である。

i ) 創造的人間

哲学者カントは、かつて「人間はより善く

なる」よう、方策や道を選択しようとする能

力を潜在的に持っていると指摘した。マスロ

ー（A.H.Maslow1908～1970）も同じような

意味合いで、人間にはより善くなるように

「創造性」が付与されているという。その能

力は既成の宗教や宗教家や道徳家にだけでは

なく、普通の人間でも多かれ少なかれ、すべ

てに普遍的に与えられている能力だと考える。

だからマスローにいわせれば、元々人間がそ

うだから人間が扱う世俗的な次元の科学や論

理（つまりリアリティ）も、それらがメタ化

した宗教も、同じエピステーメーの地平に立

ち、隔てなく連続しているというわけだ。い

いかえれば、それらは宗教家や特定の知識人

にだけでなく、人間一般にも備わっている普

遍的な能力だという。その能力により人間は

誰でも生まれつき自分をより善き存在にする

能力、つまり程度の差こそあれ自己実現化す

る能力を備え持っているものなのだ。

だからマスローがいう「自己実現的人

間」とは、少数の科学者、芸術家、発明家

などの活動を指すのではなく、個人の自己

を展開する創造性を言う。たとえば家事･

家政を担う主婦が、料理や裁縫に能力を

発揮することさえもそうである。自己実現

的とは最善の自己になるという意味であり、

偉人や天才と比較するのでなく、自分にな

ることである、とマスローはいう。

ii) 自己実現性

ここでいう自己実現性というのは、特定

の能力をもった人物に限定されるのではな

く、すべての人間に普遍的に付与されてい

る一般的な性質を言う。だからマスローの

いう自己実現性というのは最善の自己にな

るということを意味する。いつも偉人や天

才ばかりと比較するのでなく、自分になる

ことである。だから後述の「至福」とか

「至高」の体験は宗教家に限定されるので
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なく、世俗的な一般の人間にも体験され得

る経験だというわけだ。

マスローはこれらのことを、まず多くの

文献や記録を通して、さらにはいろんな人

物にインタヴューして、創造的経験、美的

経験、愛情経験、洞察経験、性的経験、神

秘的経験などに関して、心理学的に包括的

な一般理論を打ち立てようと努力した。 

だからマスローによると、芸術や文学や

哲学などのような、ことさら伝統的に創造

的であるといわれる仕事に従事していなく

ても、大工や料理人や裁縫師や芸能人その

他の技量に優れた人間は、マスロー的に

「創造的人間」である。それ故「創造的」

という語を、これまでに伝統的に認められ

てきた詩、小説、理論、実験、絵画、音

楽などに限定することなく、日常の他の分

野の所産にも適用できると思えるようにな

った、とマスローは述懐する（『創造的人

間』p.161）。

iii) 至高体験 peak experience

マスローの「至高体験」は、本論で「悟

り」や「啓示」を考察する上で、とくに重

要な中心課題のひとつになる。それ故これ

らの概念を、ベイトソンの学習理論とも擦

り合わせながら、少し詳しく考えてみよう。

すでに述べたように、ベイトソンはイル

カの学習の中で、イルカが学習Ⅱの行き詰

まりを解消すべく、耐え難い試行錯誤の後

に、それを解決して学習Ⅲへと飛躍的に移

行することを観察した。それはマスロー的

表現では「至高体験」、宗教的には「悟

り」とか「啓示」に類似する現象といえよ

う（詳細はベイトソン著『精神のエコロジ

ー下巻、第３部学習とコミュニケーション

の論理カテゴリー』）。

人間ばかりでなく、学習能力が発達した

動物の間では、イルカ類やサル類でも同じ

ような学習パターンが見られる。それ故、

自己実現的本性を備えた正常な人間（マス

ローはこれを「創造的人間」と表現）では

なおさらのことであろう。

マスローはこれらの長年に亘る世俗次元

（ベイトソンの学習Ⅱに相当）の研究を通

じて、一般には狭義の宗教的経験あるいは

神秘的経験（悟りや啓示など）と呼んでい

るものは、むしろ「至高体験」と呼ぶ方が

適当だと結論した。その理由として、これ

と同種の主観的な経験的反応（宗教的あ

るいは神秘的脈絡においてだけ起こるも

のと考えられる反応）が、多くの刺激や状

況、たとえば美的経験とか、創造的経験と

か、愛の経験や性的体験などからも起こる

ものだということが、わかってきたからだ。

そのようなことから、彼によると「宗教

的」という言葉も、超自然的な事柄や、教

会、儀式、教義、職業的聖職者などの狭い

脈絡を越えて、原則的には世俗的な生活の

全体を通して、到るところで当てはまると

いう。つまり彼が定義した「至高体験」な

る概念は、宗教だけでなく、どのような種

類の哲学（教育哲学、政治哲学、芸術哲

学）にも当てはまるというわけだ。だから

マスローによると、至高体験は神経症や精

神病に見られる特徴というよりは、むしろ

健康状態の特徴であるということを強調す

る。この点でカルト的、フラストレーショ

ン的、ノイローゼ的、分裂症的などの病的

現象を含むベイトソンの学習Ⅲとはいささ

か異なる。

マスローによれば、日常生活の中で、何

をどう考え、どう発言し、どう行動し、ど

のように交際相手を選び出し、そのように

して少しでもより善く、快適に生きるべく、

常になにがしかの選択を行っているのが人

間だという。それが生きるということなの

だ。だとすると、人間は精神を持ち、その

選択のなかで生活をすることは避けがたく、

その究極においては、極めて宗教的なもの

に移行することになる。

つまり「悟り」とか「啓示」のような精
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神次元の現象は、世俗や宗教の共通のエピ

ステーメー、もしくは同じメタ精神秩序系

の中で、矛盾することなく繋がっているこ

とになる。

（2）科学と宗教の調和

19世紀以来、科学（世俗）も宗教もあま

りにも狭く理解され過ぎ、あまりにも互い

に相容れないものとして分離されてきた。

その結果、あたかも排斥し合う２つの世界

観とまで考えられてきた。だから19世紀の

科学にとっては、その目的や道徳的･倫理

的価値や霊的価値などについては、触れる

必要もないことだった。その傾向は今日も

なお根強く残っている。このような偏狭な

思考から、科学は道徳に関係なく、倫理や

道徳や宗教にも関わりがない技術優先・理

性主導の分野だと考えられるようになった

という歴史的背景がある。

そのようなことから、スペインの哲学者

オルテガ･イ･ガゼットは、「人間性の欠如

した知識人や人間性を忘れた技術人は、ま

さに現代に於ける新野蛮人だ｣と断じたの

だ。それだけではない。現代の教育や大学

なども、今なおせっせと新野蛮人を生み出

し、世に送り出しているという。たしかに

彼のいうとおりで、アインシュタインが詩

を書き、科学者がイコンに接して敬虔な信

者の心に触れ、あるいは技術者がゲルニカ

の壁画の前で感動の余り身を打ち震わせて

も、人間としての何の矛盾や不思議があろ

う。

マスローの考えでは、宗教的な「悟り」

や「啓示」を、さらに広い概念で｢至高体

験peak experience｣と呼び、宗教者ばかり

でなく、人類一般に適応し得る特質だとい

う。そういう意味では、｢至高体験｣はいわ

ゆる宗教的経験を世俗化したものであるが、

逆にいうとそれは、世俗的なものを宗教化

するものでもあるということができる。

それ故「宗教的」という言葉は、超自然

的な事柄や、教会、儀式、教義、職業的聖

職者などといった狭い脈絡から切り離して、

原則的には人間生活の全体を通して、到る

所にそれらが存在すると考えなければなら

ない。だからマスローが定義した至高体験

は、宗教だけでなく、どのような種類の

哲学(教育哲学、政治哲学、芸術哲学)をも、

ここから打ち立てることができる素材だと

いうことになる。

マスローはみずからの調査を通じて、人

間の知的・技能的・精神的力は「ある瞬

間」に、まるで臨界点のように絶頂に達し、

予期もしなかった自己の技能、自信、創造

性、知覚力や卓越した行為に、被験者みず

から気がついて驚いたという。インタヴュ

ーを通じて、指摘されて初めて「あー、そ

うだったのか」と気づかされた例も多かっ

たというのだ（不思議な「ある瞬間!」の

話参照）。

ここで注意すべきは、ベイトソンの学習

理論に従っていえば、誰でも学習Ⅱの精神

的な行き詰まりやきっかけが学習Ⅲへの飛

躍を招来するということである。マスロー

によると、学習者が宗教者や世俗の人たち

との区別なく、広く人間のある瞬間におい

て体験されるものだということがわかる。

この精神の高揚した瞬間をマスローは

「至高体験」（peak experience）と呼ん

だのだ。だから彼によると、これは仏教で

いう「悟り」やキリスト教・ユダヤ教・イ

スラム教などの「啓示」とほぼ一致するも

のと考えてよいということになろう。

もしそうだとすると、学習Ⅲは宗教家や

世俗の人たちとの区別なく、広く人間があ

る瞬間に体験する至高体験だということに

なる。そう認識すると、至高体験は宗教界

でいう「悟り」や「啓示」も含めた人間性

が持つ普遍的な、ある種のメタ精神秩序系

の現象だということができるのではないか。

だから、この時点で世俗世界も宗教世界も

ひとつで、精神的･感性的に矛盾すること
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なく繋がるものだといえる。

至高体験は素直に文字通り理解すれば、

組織宗教とりわけ宗教制度や宗教的諸設備

や儀式とだけ関係するものでなく、生活の

全面において生かさるべき経験ということ

になるだろう。マスローによると、人間は

至高体験を味わうことによって、自己実現

はその最も深い次元において成就され、そ

のために、その人の人生観に新しい展望が

開け、生の価値と深い意味が感得され、生

き甲斐ある人生を送ることができるのだと

いう。であるならば、すでに述べたように

至高体験はいわゆる宗教的経験を世俗化し

たものだが、逆にそれは世俗的なもの一切

を宗教化するものだともいえよう。

このようなことから、彼の立場は旧式の

フロイト主義を超え、行動主義心理学のよ

うな唯物論や無神論を批判し、また19世紀

的な科学を批判する、いわゆる「第三の心

理学（人間性の心理学）」といわれる所以

なのである。

（３）至高体験の再吟味

しかし、ここで少し立ち止まって考え直

して見よう。スポーツや伝統的技能や音楽

･絵画･彫刻、調理や手芸その他諸々の家政

に工夫や創造性を持った主婦の生活など、

学習Ⅱのなかで、その内容が上達の臨界

状況になったとき、マスローのいう至高体

験のレベルに達することになる。だから心

理的には至高体験への飛躍は浅いか深いか、

色彩でいうと濃いか淡いかという違いに過

ぎない。

菩薩や修行僧や思想家が、精神的・身体

的にある瞬間に至高体験したのと、世俗の

人間がスポーツや伝統的な技能の追及の極

限的瞬間に感得した至高体験では、心理的

には同種のものかも知れないが、世俗的な

意味の用法からみて、質的にずい分異なる

のではないか。形而上的･認識論的にはず

い分違いがあるのではないか。

たしかにマスローのいうように、心理的

には至高体験は精神的な高揚の極致という

類似の瞬間に直面するが、触発される動機

は千差万別であり得る。至高体験という山

の頂上はひとつだが、登り道は幾つもある

のではないか。だから、至高体験を価値の

峻別に晒すと、誤解する虞（おそれ）があ

る。むしろ至高体験のなかで、宗教的な悟

りや啓示と心理的な体験とに分けた方が適

当ではないか。

臨済宗の白隠慧鶴（1685～1768）の修行

の「悟り」に到る足跡を見ても分るように、

至高体験にも深浅と濃淡の違いがあると考

えた方が現実的ではなかろうか。

（Ⅳ）至福の瞬間

「至福」の瞬間はだれにでも訪れ得る。宗

教的な悟りや啓示とはいささか異なるが、マ

スローはそれをも「至高体験」と呼び、誰に

でも訪れ得る人類一般の特質だという。その

事実は形而上学的研究というよりもむしろ心

理学上の出来事、つまり人間的な世俗的側面

を理解するためのキーになり得るものだと、

彼は強調する。

だから「至福」感は少数の科学者、芸術家、

発明家などに限って見られる現象を指すので

なく、すべての個人の創造性に見られる。マ

スローがしばしば例に挙げるように、家政を

担当する主婦が、家族全員の健康と満足を願

って心をこめた料理に、家族全員が満足する

姿を見て至福の感情に浸るとき、これも同じ

至高体験のひとつである。だからすでに繰り

返し述べたように、もしそれが宗教を世俗化

するというのならば、それはまた世俗的なも

の一切を宗教化することでもあるということ

になるだろう。

至高体験は認識論的でもあり、心理学的で

もある。それは人間と実在との関係、実在の

認識、実在にもともと備わっている価値など

の本性に関わっている。それ故、「至高体

験」のエピステーメーとしては、すべて同じ
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カテゴリーに含まれるが、宗教上の「悟り」

や「啓示」は形而上学的色彩の濃いものとし

て、心理的な世俗的思考体験とはサブ･カテ

ゴリーで区別した方がよいかも知れない。

マスローはまずインタヴューや多くの文献

を通して、創造的経験、美的経験、洞察経験、

性的経験、神秘的経験などの包括的な一般理

論を打ち立てようと試みた。その実例の１部

として、すでに述べたように自分では意識し

ていなくても、彼の力はその絶頂に達し、予

期もしなかった自己の技能、自信、創造性、

知覚力と卓越した行為に、自分ながら驚くこ

とがある <（Ｂ） 事例 1～３ 参照 >。

マスローはこれらの世俗次元の長い研究を

通じて、一般には狭義の宗教的経験あるいは

神秘的経験と呼んでいるものも、むしろ「至

高体験」と呼ぶ方が適当だと結論した。その

理由として、これと同種の主観的な経験的反

応（宗教的あるいは神秘的脈絡においてだけ

起こるものと考えられる）が、以前は多くの

刺激や状況、たとえば美的経験とか、創造的

体験とか、愛の経験や性的体験などからも起

こるものだということが、わかってきたから

だ。

だから彼によると、「宗教的」という言葉

も、超自然的な事柄や、教会、儀式、教義、

職業的聖職者などの狭い脈絡のなかに限って

使用するのでなく、広く世俗的な生活にまで

広げて使用することが望ましいという。だか

ら彼が定義した「至高体験」なる概念も、宗

教だけでなく、どのような種類の哲学（教育

哲学、政治哲学、芸術哲学）にも当てはまる

というものだ。それ故マスローによると、至

高体験はベイトソンの学習Ⅲに相当するとす

れば、神経症や精神病に見られる特徴は除外

すべきで、むしろ健康状態の特徴であるとい

うことになろう。

そう考えると、「悟り」とか「啓示」のよ

うな精神次元の現象は、そのエピステーメー

としては至高体験として、世俗的な心理的現

象と同じ次元に属するといえるが、その内容

を考えるとき、宗教的･形而上学的には、至

高体験のサブ・カテゴリーとして区別してお

く方が適当であろうと思う。

マスローによると、すでに繰り返し述べた

ように、宗教も世俗的な科学の世界も、矛盾

することなく連続しているということだ。宗

教家や特定の職業の人間にだけでなく、人間

一般に備わっているというわけだ。

(Ⅴ)…信仰の超宗派的原点も至高体験から
　　…理解が可能

「悟り」も「啓示」も至高体験というカテ

ゴリの中で把握することができることはわか

った。山頂はひとつだが、その山頂に到る道

は１本とは限らない。神仏の信仰への道も、

これに似ているのではないか。理論的に行き

詰まっても、認識論的に動きがとれなくなっ

ても、その時点であるとき、ふっと信仰の境

地（本書の用語に従うと、メタ精神秩序系も

しくは学習Ⅲ）へと飛躍することがあるらし

い。

話は変わるが、事あるごとに遭遇するさま

ざまな現代社会の病理の実例を通覧してみる

とき、共通して欠落しているのは精神的教養

もしくは宗教的素質だといえるかも知れな

い。かといって、神官や僧職にある人になる

と、すべてこの条件が満たされているわけで

はない。誤解を避けるために言い添えておく

が、ここでいう宗教とは、既存の特定の宗派

を指すのでなく、それらから脱皮した超宗派

的な新しい姿のメタ宗教のことだ。

しかしいずれにせよ、ひとたび信仰の境地

に達すると、山頂に到る登り道がキリスト教

やイスラム教であれ仏教であれ、それぞれ違

っていても、山頂では会得する世界が同じよ

うだと思われる。

仏教徒が集まって仏教文化圏もしくは仏教

文化秩序系を形成しているように、キリスト

教徒やイスラム教徒たちもそれぞれに、キリ

スト教文化圏やイスラム教文化圏ないしそれ

ぞれの秩序系を形成している。それらの教義
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や宗派の狭い壁を超えた、誰もが直接神仏と

向かい合えるような（あるいは感じ合えるよ

うな）宗教であることが望ましい。言葉や概

念の一致でなく、精神の共有であることが望

ましい。

ここで用いた仏教文化圏とかキリスト教文

化圏、イスラム教文化圏という用語は比較文

化論や人文地理学や民族学などで広く利用さ

れるもので、秩序系という用語とは意味はほ

とんど同じだが、秩序系の方は機能的意味合

いを持ち、進化的性質をも包み込んだ表現だ

と考えればよい。

残念ながら紙数も大きく超えてしまったの

で、また機会があれば、これらの問題をもっ

と掘り下げて考えてみたい。

(Ⅵ)…参考にした文献
江原昭善（1989）『人間性の起源と進化』 

　NHKブックス

江原昭善（1993） 『人類の起源と進化～

　人間理解のために』　裳華房

江原昭善（1998）　『人間はなぜ人間か～

　新しい人類の地平から』 雄山閣出版

江原昭善（2005）　『稜線に立つホモ・サ

　ピエンス』 京都大学学術出版会

江原昭善（2006） 「ホモ・サピエンスの

　稜線の彼方で」椙山人間学研究Vol.2

江原昭善（2007） ｢自然人類学者、仏教思

　想に触れて｣椙山人間学研究、Vol.3

江原昭善（2007）｢介護精神の深層を探る｣

　日本介護福祉養成施設協会平成19年度全

　国教職員研修会講演

江原昭善（2009）｢自然人類学者の独り言｣

　学文社　総合人間学会編

菅谷章（2006）『宗教を問う』原書房

高尾利数（2000）『ブッダとは誰か』　　

　柏書房 

バーマン，M.（1989）『デカルトからベ

　イトソンへ』（柴田元幸訳）国文社

ベイトソン,G.（1972）『精神の生態学』　

　上･下（佐伯･佐藤･高橋訳）思索社

ベイトソン,G.（1982）『精神と自然』　

　 （佐藤良明訳）思索社

マスロー,A.H.（1972）『創造的人間～宗 

　　教・価値・至高経験』（佐藤三郎・佐藤

　　全弘訳）　誠信書房

マルフェイト，A.W.（1986）『人間観の

　　歴史』（湯本和子訳）思索社

ラントマン，M.（1971）『人間学とし　

　　ての人類学』（谷口茂訳）思索社

ウィルバー，K.編(1986) 『空像としての世

　　界』（井上他訳）青土社  

C+F コミュニケーションズ編著（1986） 　

　　『パラダイム･ブック』日本実業出版社

C+F コミュニケーションズ編著（1986）　

　　『グローバル･トレンド』TBSブリタニ

　　カ
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「子ども」とは何か

「子ども」という言葉は、歴史的にみる

と、実に多様な意味に使われてきた。そして

「子ども」の意味内容も、それぞれの時代の

思想を反映したものとなっている。本稿では、

「子供」「小供」ではなく、「子ども」と表

現しているのは、教育思想史の発展のなかで、

「お供」という従属的概念が否定され、「子

ども」といえども発達の可能体として、また

次の時代を担う主体として、さらには、未熟

であるが固有の人権を持つものとして尊重さ

れ保護されるべき存在として認められるよう

になってきて、「子ども」という表現が定着

しつつあるからである。

現在では、「子ども」という言葉は、おお

よそ次の三つの場合に使われている。一つ

は、自分のもうけた子、むすこ、むすめな

ど、「親」の対語の概念として、つまり、種

族保存のための生物的「子」という意味で使

われ、二つめはおとなに相対する概念として、

年齢的に幼い者という意味に使われ、最後は、

「年をとってもまだ子どもだ」という表現に

みられるように、社会的に未完成な者を指し

て使われる。いずれにしても、「子ども」は、

人の子であり、幼い者であり、社会的にも未

完成なのであるから、それぞれの持つ意味内

容も互いに重なり合っている場合が多いので

ある。

次に、「子ども」の年齢区分についてふれ

ておこう。現在の学校教育制度の面からみる

ならば、高等学校以上の学校においては、義

務教育ではなく、普通教育ばかりでなく職業

教育など専門的な分野の教育を受ける機関と

なっているのであるから、「子ども」とは、

義務教育を終えるまでの段階、つまり、中学

校を卒業する15歳の学年度末までということ

になる。また発達心理学の面からみれば、胎

児、誕生の時点からの時間的経過によって、

人間個体に現れる身体的、精神的変化、つま

り、いわゆる乳児期、幼児期、児童期、青年

期などといった発達段階にあるものを指して

いう。

日本の現行法では、憲法による選挙権、民

法、少年法などでは、満20歳以上を成人とし

て扱い、これにもとづいて、成人式などの社

会的行事が行われている慣行があり、満20歳

末満は、いわゆる「子ども」なのである。し

かし、児童福祉法などでは、満18歳未満、労

働基準法では満15歳未満、刑法では満14歳未

満が、未成年、つまり「子ども」として規定

されている。欧米では、一般に満18歳をもっ

て成人としている場合が多い。1989年、国際

連合総会で全会一敦で採択された「児童の権

利に関する条約」では「この条約において、

児童とは、18歳未満のすべての者をいう」と

なっている。このように、ひとくちに子ども

といっても、その年齢区分は、必ずしも一定

していないのである。

「人間とは」その6　

—子ども—

椙山女学園理事長

椙山　正弘
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次に、子どもの特徴について、「生活」

「遊び」「学習」「労働」など、子どもの基

本的な生活の面からごく簡単にみておこう。

子どもは、呼吸し、食事を摂取し、排泄し、

睡眠し、運動する、まさに、生物として「生

存」し「生活」している存在なのである。し

かし、下の表は、椙山女学園の幼稚園児、小

学生、中学生、高校生、大学生のうち、朝食

をとらない割合であるが、上の学校段階に進

めば進むほど朝食を取らない割合が増えてく

る。その理由は食べる時間がない、食欲がな

いの順である。椙山女学園の場合は朝食を取

らない比率が他の統計に比べて少ない方であ

る。例えば日本子どもを守る会編『子ども白

書』では小学校5・6年生で朝食を取らない子

の比率が50％を超えてしまっているのである。

このように、今日、寝食のリズムの乱れから

生活の乱れている子どももあり、健康がむし

ばまれている子どももあり、生存そのものさ

え危機にある子どももいるのである。

子どもにとって、次の基本的な生活は「遊

び」である。遊びには、楽しさを味わうとと

もに、自発性、能動性、自然性などの性格が

あり、仲間とのコミュニケーションを通じて、

集団性、社会性などの性格をも具備し、遊び

を通して自己を形成する側面もある。しかし、

子どもが多忙になり、道路が危険な場所にな

り、遊びといっても、家に閉じこもってゲー

ムやテレビに興ずるだけになってしまった。

今日では「遊ぶ」時間、場所、相手が少なく、

遊びがまさに「奪われた」状態にある。だか

ら、「遊び」の復権が、今ほど真剣に、深刻

に考えられなければならないときはないであ

ろう。

「学習」は、子どもによって、社会生活の

ルール、知識、技能の獲得、さらには、文化

遺産の継承と発展という、社会的に重要な役

割を果たすものとなっている。今日では、受

験体制のもとで、学習塾に通うなど歪められ

た「学習」が子どもたちに強いられている面

毎日朝食を食べますか？

朝食の欠食状況は、年齢が高いほど、増加する傾向にあります。

（椙山食育通信による）
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もある。

「労働」は、人間が他の動物と区別される

もっとも基本的なものである。生産力の低い

時代の社会にあっては、子どもは重要な労働

力として役割を分担しており、労働を通じて

子どもも社会に一定の貢献をしており、労働

によって体力をつけるだけでなく、労働の苦

しさ、重要さを体験の中から会得し、持続性、

器用さなどの資質も培われ、精神的にも鍛え

られたのである。現在では、子どもを強制労

働から解放するという意味で、労働基準法な

どにより、子どもが生産労働に従事すること

は禁止されている。もちろん、子どもを強制

労働から解放することは重要なことであるが、

労働が子どもにとってどんな意味を持つもの

であるかという点については、いま一度見直

してみる必要があるであろう。今では「家事

手伝い」さえほとんどしないばかりか、自分

の衣服や遊具の始末さえしない子どもが多い

といわれる。

このように子どもの特徴である「生活」

「遊び」「学習」「労働」の内容が今日では

全く変容してしまっており、この状態は「子

ども時代の喪失」などと呼ばれ、その後の青

年、成人への成長過程として大きく問題視さ

れているものである。

これまで「子ども」の用語の意味、子ども

の年齢区分、子どもの特徴などについてごく

簡単にみてきたが、子どもをどうとらえるか

ということになると、これだけでは必ずし

も十分ではない。「子ども」のとらえ方は、

「子ども」観として歴史的、社会的に規定さ

れてくることになる。

子ども観

西欧で、中世において支配的であったジュ

スイット派の子ども観は、聖書にしばしば登

場する「みどり児」「幼子」という子ども観

に、人間は「罪ある者」で、神の恩寵によっ

て救済されねばならないという人間観、それ

に中世封建社会の体制維持のための服従と謙

譲の美徳という縦の道徳などが重なり合って、

子どもは「愚かな者」であり、「悪い者」で

あり、だからきびしく監視され、しつけられ

ねばならないものとしてとらえられていた。

このジュスイット派の子ども観を根本的に

否定したのはルソーであったといわれる。ル

ソーは、前にも触れたようにその著『エミー

ル』の中で、子どもを本質的に「善者」とし

てとらえ、生まれながらにして持っている自

然な資質は、外から手をかけなくても、自然

に発達するものであるとし、自然を強調した

子ども観を主張するのである。ルソーは、お

となたちが子どもをいじり回しているとして、

当時の親たちの教育観や子ども観をきびしく

批判しているが、現代の時点でこれを読み返

してみても、日本の今日の歪められた学校教

育の実態批判として立派に通用する、きわめ

て先見性の高いものなのである。このような

ルソーの子ども観は、中世の、例えば先に述

べたジュスイット派の子ども観を、まさにコ

ペルニクスの地動説が、ものの見方を天地逆

転させたように回転したものとして、教育思

想上、非常に高く評価されているのである。

ルソーの子ども観は、遠くは、ルネサンス

のヒューマニズム、さらにコメニウスらの自

然主義的な教育観、またモンテーニュ、ベー

コン、ロックらの先行思想家たちの築きあげ

た思想が基盤となって完成されたということ

はいうまでもない。ルソーの子ども観は、そ

の後、エレン・ケイの『児童の世紀』、フレ

ーベルの幼児教育、さらには児童中心主義の

新教育運動などに継承発展されていくのであ

る。
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わが国の古い社会では、「子宝」観と「餓

鬼」観という表裏をなす二つの子ども観が併

存していた。「子宝」観は、山上憶良の「銀

（しろがね）も金（くがね）も玉も　何せむ

に　まされる宝　子に如かめやも」の歌にみ

られるように、すでに古代から存在していた。

「子宝」観は、子どもが子孫繁栄のための宝

物であるという思想として形成されたのであ

るが、古代から中世、近世にかけて、家父長

制の家族制度が確立される過程で、家督の相

続者としての長男のみを尊重とする観念とし

て、より明確化されてきた。「餓鬼」観は、

子どもを「穀つぶし」の鬼とみる見方である

が、生産力の低い時代の庶民の場合は、子ど

もといえども、一方では労働力として当てに

され、他方では、飢餓の時などには二男以下

の男子や女子は、「間引き」「捨て子」「身

売り」の対象とされ、まさに典型的な「餓

鬼」扱いを受けたのであった。

「子宝」観と「餓鬼」観とは、二つの相反

する見方であったが、いずれも、子どもを

「家」存続のための手段とみる点で共通して

おり、それぞれの時代の社全体制と、家父長

制という家族制度にもとづいて成立した子ど

も観であったといえよう。

近代になって、ナショナリズム、プラグマ

ティズム、実存主義、社会主義など、国際的

にも、国内的にも、多様な思想形成がなされ

る中で、それぞれ多様な子ども観が展開され

ることになるが、そうした中にあって、「子

どもの権利」という発想が生まれ、それが世

界の中で共通の理解と、大きな支持を受けて

定着化されてきつつある。

子どもの権利

子どもの権利についての最初の国際的な宣

言は、1924年の「ジュネーブ宣言」と呼ばれ

る国際児童保護憲章である。「ジュネーブ

宣言」は、19世紀末から20世紀初頭にかけて、

子どもの権利それ自体を親権とは独立したも

のとして承認しようという動きが生まれ、こ

の動きが共同宣言という形で一定の結実を

みたものであった。1959年２月、国際連合は、

「児童権利宣言」を採択した。この「児童権

利宣言」は、前文に「児童が幸福な生活を送

り、かつ自己と社会の福祉のためにこの宣言

に掲げる権利と自由を享有することができる

ようにするため」と宣言公布の趣旨を明確に

している。この宣言は、さきの「ジュネーブ

宣言」、1948年の「世界人権宣言」の精神を

継承し、より具体化されたものとみることが

できるが、子どもそれ自身を権利主体として

明確に位置づけ、子どもの生存権、自由権、

平等権、幸福追求権、受教育権など基本的人

権を有する者として、社会的に保護されるべ

きことを、その主な内容としているのである。

わが国でも、1947年に児童福祉法が制定さ

れ、1951年に「児童憲章」が採択されている。

この憲章には、日本国憲法の精神に従い、す

べての子どもの幸福をはかるために、「児童

は人として尊ばれる　児童は社会の一員とし

て重んぜられる　児童はよい環境のなかで育

てられる」として、子どもの自由と平等を保

護する環境が必要であるという崇高な理念が

その主要な内容となっている。しかし、今日

の日本において、食糧問題、石油などの資源

の有限性、テロや核戦争の脅威、公害、自然

破壊、経済不況など、非人間的な生活環境破

壊の進行する中で、受験体制のもとで歪んだ

「学習」を押しつけられるなどの状況をみる

とき、今一度この「児童憲章」の崇高な理念

に立ち返って見直しがせまられているといえ

よう。

国連が、「児童権利宣言」公布20周年を記
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念して、1979年を「国際児童年」と制定した

のは、世界の子どもたちの中には、飢餓のた

めに生存そのものが脅かされたり、学校にさ

え満足に通学できないほど、きわめて疎外さ

れた状況もあり、子どもの権利が保護されて

いる状態ではないからである。日本では国際

児童年を記念する「世界と日本の子ども展」

を愛知青少年公園で開催し、1979年7月当時

の皇太子ご夫妻や大平首相が出席して盛大に

行われた。この時行われたシンポジウム「子

どもと環境」では名古屋宣言が発表されるこ

とになるが、7項目の提言の第一は「家庭の

父親の指導的役割に重視」という事柄であっ

た。当時経済成長によって中流意識が台頭し、

家庭においては猛烈社員が子育てを母親任せ

にすることになり、「教育ママ」の出現など

がその背景にあったのであろう。

世界では、この「国際児童年」を機に、子

どもの権利という法概念が、なぜ認められな

いか、またなぜ守られないのかという観点か

ら見直しが始まりつつある。そして、子ども

の権利が、実定法上の法体系として形成され

にくいという実態もあることから、拘束力の

ある条約の制定を提唱する動きも出てきた。

こうした動きが結実して、前に述べた「児

童の権利に関する条約」という条約が1989年

11月20日、国際連合総会において採択され、

1990年９月２日発効した。この条約は前に述

べた「ジュネーブ児童権利宣言」「世界人権

宣言」「児童権利宣言」などにおいて認めら

れている子どもの権利の精神を受け継ぎ、さ

らに子どもの意見表明権なども加えられて

内容を充実され、国同士が条約として締結

し、国内の法規を条約の内容に矛盾しないよ

う整備し、批准するという、国際的にも国内

的にも法的拘束力を整えることとなった。日

本はこの条約の署名国となったが、満20歳を

もって成人としていることから、一部「政府

の留保」事項をつけて、政府締約国となるよ

う1992年３月13日国会に承認を求める案件と

して提出した。しかし、その後国会の審議は

1994年３月29日「子どもの権利条約」として

国会で承認され、同年５月22日からその効力

を発生させることになったのである。

国際児童年に愛地球博公園（愛知青少年公

園）に埋設されたタイムカプセルが、30年後

の2009年11月20日に開封された。1936年のベ

ルリン五輪200メートル平泳ぎで日本人女性

として初の金メダルを獲得した椙山女学園の

故兵藤（旧姓・前畑）秀子さんが「30年後の

子どもたちに贈るメッセージ」があった。こ

のメッセージを原文のまま引用して本稿の締

めくくりに代えたい。

光陰矢の姐（ごと）し、と申しまして、

月日が経過するのは非常に早やいものでご

ざいます。

三〇年後にこのカプセルが再び地上に戻

り、私のメッセージも土の中より日の当る

世界へ帰って来る訳です。

三〇年間という長がい様で短い期間を地

中で暮し再び地上へ戻った時には、人々の

環境、お金の価値観、食物、ファッション

等、いろいろな面で変遷はあるでしょうが、

三〇年経（た）っても少しも変っていない

のは、そこに人がいるといふ事です。まし

て希望に充（み）ちてカプセル回収のお手

伝いをしている大勢なあなた達（たち）子

供さんが、目を大きく見開いて大地に立っ

ているといふ事です。

月日がいくら経過しようと、みなさん方

は次ぎの時代をまかされたホープなのです。

日本を愛し、お父さん、お母さんに感謝

し、世界中の子供達と手をつなぎ、世界の



Journal of Sugiyama Human Research 2009192

平和に向い前進する事です。こんなすばら

しい事はありません。何事も最後まで成し

とげる精神は昔も今も、又（また）未来も

少しも変らないと確信しています。

さあ“無限の可能性を持ったあなた達、

明日に向って第一歩を踏み出ようではあり

ませんか。　　　　　

注）椙山正弘著『人間教育の本質』1993年　

　　福村出版p87～114参照
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○椙山人間学研究センター構成員（敬称略）

センター長　椙山孝金

主任研究員　渡邉毅（プロジェクト統括）

客員研究員　杉浦昌弘

客員研究員　江原昭善

事務局（企画広報部企画課長）　竹田浩康

事務局（企画広報部企画課職員）　山田千恵子

事務局（企画広報部企画課職員）　大浦詔子

○プロジェクト構成員

①『総合人間論』

プロジェクトリーダー　渡邉毅主任研究員

（人間関係学部教授）

研究員：三井悦子（人間関係学部教授）

山根一郎（人間関係学部教授）

音喜多信博（人間関係学部准教授）

②『女 性 論』

プロジェクトリーダー　東珠実

　　　　　　　（現代マネジメント学部教授）

研究員：吉田あけみ（人間関係学部教授）

藤原直子（人間関係学部准教授）

小倉祥子（人間関係学部准教授）

塚田文子（現代マネジメント学部准教授）

太田ふみ子（高等学校教頭）

椙山人間学研究センター　活動概要
（平成21年4月から平成22年3月まで）

③『人間発達論』

プロジェクトリーダー　石橋尚子（教育学部教授）

研究員：山口雅史（人間関係学部教授）

 佐久間治子（中・高図書館長）

 中村太貴生（大学附属小学校長）

 椙山美恵子（大学附属幼稚園長）

④『日本・アジア文化と人間』

プロジェクトリーダー　鄭麗芸

　　　　　　　　　　　（文化情報学部教授）

研究員：加藤益幹（国際コミュニケーション学部教授）

大浦誠士（国際コミュニケーション学部教授）

梅野きみ子（大学名誉教授）

二宮俊博（文化情報学部教授）

季増民（文化情報学部教授）

飯塚恵理人（文化情報学部教授）

森本伊知郎（文化情報学部教授）

樋口謙一郎（文化情報学部講師）

冨田和子（現代マネジメント学部助手）

武山隆昭（教育学部教授）

荻野恭茂

　　　（元文化情報学部教授・日本歌人クラブ所属）

⑥『環境と人間』

プロジェクトリーダー　野崎健太郎

　　　　　　　　　　　　（教育学部准教授）

　研究員：原暁子（高等学校教諭）

　村上聡（中学校教諭）

　小田奈緒美

　　　　  （生活科学研究科人間生活科学専攻研究生）

センター活動概要
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○平成 21年 5月 25 日（月）

椙山人間学研究センター第 7 回運営委員会開催

メンバー：センター長（委員長） 椙山孝金

主任研究員 渡邉毅

大学長 野淵龍雄

高校・中学校長 梶田正巳

小学校長 中村太貴生

幼稚園長 椙山美恵子

事務局長 髙木吉郎

事務局（企画広報部企画課長） 竹田浩康

事務局（企画広報部企画課） 山田千恵子

事務局（企画広報部企画課） 大浦詔子

○平成 21年 5月 27 日（木）17:00 ～ 18:30

「椙山人間学研究センター平成 21 年度第 1 回

人間講座」開催

テーマ：『旅から見るアジアのいえ・街・

暮らし』

講　師：戸部栄一椙山女学園大学生活科学部教授

場　所：椙山人間交流会館 1 階会議室　

参加者：38 名

○平成 21年 7月 28 日（火）17:00 ～ 18:30

「椙山人間学研究センター平成 21 年度第 2 回

人間講座」開催

　テーマ：『旅から見える地中海地域のいえ・

　　　　　街・暮らし』

講　師：戸部栄一椙山女学園大学生活科学部教授

場　所：椙山女学園大学生活科学部棟Ｂ 107 室

参加者：44 名

○平成 21年 10 月 5日（月）17:00 ～ 18:30

「椙山人間学研究センター平成 21 年度第 3 回

人間講座」開催

テーマ：『いのちのつながりからみた生物

多様性』

講　師：香坂　玲名古屋市立大学大学院准教授

場　所：椙山人間交流会館 1 階会議室

参加者：33 名

○平成 21年 10 月 27 日（火）

椙山人間学研究センター第 8 回運営委員会持

ち回り会議にて開催

○平成 21年 11 月 21 日（土）

第 18 回椙山フォーラム（第 5 回椙山人間学研

究センター主催シンポジウム）」開催　　　　

テーマ：『歴史から大学の現在を考える―

日本の高等教育 130 有余年―』

講　師：竹内洋 氏 関西大学文学部教授、放送大学

　　　　　　　　　客員教授、京都大学名誉教授

　　　　「高等教育と教養  教育の普及は

浮薄の普及なりや？」

　　  　 稲垣 恭子 氏 京都大学大学院教育学　

　　　                     研究科教授、放送大学客員教授

　　　　「女子学生論の系譜―亡国論　　

　　　　vs. 興国論―」

パネルディスカッション：

　　  　 竹内洋 氏 関西大学文学部教授、放送大学

　　　　　　  客員教授、京都大学名誉教授

　　  　 稲垣恭子氏 京都大学大学院教育学研究科教授、
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　　　　　　　　　　　　放送大学客員教授

　　　　梶田正巳氏 椙山女学園大学教育学部教授兼

　　　　　　　　椙山女学園高等学校・中学校長

時　間：13:00 ～ 17:00

場　所：椙山女学園大学文化情報学部棟 001 室

構　成：第一部　基調講演

　　　　第二部　パネルディスカッション

第三部　全体討論・質疑応答

参加者：80 名

（告知・広報）

①中日・日本経済新聞折込　20 万部（11・2）

②新聞「催事告知欄」（無料）への原稿送付

（中、毎、読、朝）

③マスコミへの取材依頼（名古屋教育記

者会 16 社）　

④教職員への告知　（10・30）

⑤学園ホームページでの告知（11・6）

⑥朝日新聞「インフォマーシャル」（11・1）

⑦名古屋市社教センターへのチラシ掲載

依頼（郵送　チラシ各 5 枚）

⑧名古屋市立図書館（各 5 枚）21 施設

⑨名古屋市内各区生涯学習センター（各

5 枚）18 センター

⑩近隣他大学関連機関（各 5 枚）24 大学

⑪愛知県内高等学校（各 5 枚）69 校

○平成 21年 1月 18 日（月）17:00 ～ 18:30

「椙山人間学研究センター平成 21 年度第 4 回

人間講座」開催

テーマ：『グローバル化時代を生きる子ど

もたちと世界の教育の動向～地球

的視点をもった多文化共生の教室

づくりから～』

講　師：宇土泰寛椙山女学園大学教育学部教授

場　所：椙山人間交流会館 1 階会議室　

参加者：27 名

○平成 22年 1月 25 日（月）

・プロジェクト活動報告会議開催

○平成 21年 3月

・『椙山人間学研究』第 5 号発行

■「椙山人間学研究センター打合せ会」開催日

（参加：センター長、主任研究員、センター

事務局職員　陪席：江原客員研究員）

平成 21 年 4 月 21 日、 5 月 21 日、6 月 10 日、

 6 月 23 日、 7 月 9 日、7 月 28 日、

 9 月 14 日、 10 月 5 日、10 月 19 日、

11 月 16 日、12 月 7 日、

平成 22 年 1 月 18 日、2 月 8 日、3 月 17 日

 （毎回議事録作成）



Journal of Sugiyama Human Research 2009196

（趣旨）

第1条　この規程は、学校法人椙山女学園

（以下「学園」という。）が、建学の精神

に基づく伝統に立って、その教育理念「人

間になろう」そのものを、より広くより深

く研究し、新たな人間についての知の開発

を通して、学園の教育研究、学術の振興に

寄与するとともに、研究の成果を広く学界、

一般社会及び地域に向けて発信する拠点

として設置する、椙山人間学研究センタ

ー（以下「センター」という。）について必

要な事項を定める。

（センターの事業）

第2条　センターは、次の各号に定める事業

を行う。

（1）学園の教育理念「人間になろう」の調

査研究及びその教育実践の支援に関す

る事業

（2）新しい世紀に求められる「人間観」

（人文科学、社会科学及び自然科学等

における人間観の研究並びに学際的領

域の研究）についての調査研究事業

（3）学園の一貫教育及び連携教育について

の調査研究事業

（4）「人間学（観・論）」を主題としたフォー

ラム、公開講座及び自主講座等の事業

（5）大学等学校、研究機関及び企業等学園

外の機関との交流並びにネットワーク

に関する事業

（6）年報の刊行に関する事業

（7）人間論及び人間関係論等に関するコン

サルテーション、研修会並びに講演会

への講師の派遣等に関する事業

（8）その他センター長が必要と認める事業

（センター長）

第3条　センターにセンター長を置き、セン

ター長 は、理事長の命を受け、セン

ターの事業を統括し、 所属職員を統

督する。

2　センター長の任期は2年間とする。ただし、

再任を妨げない。

（主任研究員）

第4条　センターに主任研究員を置く。

2　主任研究員は、各調査研究領域を統括し、

研究ネットワークを主宰する。

（研究員）

第5条　センターの事業遂行に必要な研究調

査を行うため、研究員を置くことが

できる。

（客員研究員）

第6条　センターの研究調査に関して、学園

外に 広く知識又は経験を求める必要

があるときは、客員研究員を置くこ

とができる。

2　客員研究員について必要な事項は、理事

長が 定める。

（事務室）

第7条　センターの事務は企画課が行う。

（運営委員会）

第8条　センターの的確かつ円滑な運営を図

るため、 センターに運営委員会を置く。

2　運営委員会は、センターの事業に関する

次の事項を審議する。

（1）調査研究、委託研究、プロジェクト、

椙山人間学研究センター規程 平成１６年規程第１３号
平成１６年７月３０日制定
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椙山人間学研究センター規程 平成１６年規程第１３号
平成１６年７月３０日制定

研究会及び年報等の事業計画に関する

こと。

（2）予算に関すること。

（3）前各号のほかセンター長が諮問するこ

と。

3　運営委員会は、次の各号に掲げる委員で

構成する。

（1）センター長

（2）大学長

（3）高等学校長及び中学校長

（4）小学校長

（5）幼稚園長

（6）主任研究員

（7）学園事務局長

（附　則）

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

（附　則）

この規程は、平成19年9月1日から施行する。
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　『椙山人間学研究』第５号をお届けいたし

ます。ご多忙中にもかかわらずご執筆いただ

きました先生方には、この場を借りまして衷

心より御礼申し上げます。ありがとうござい

ました。

　平成 21 年度は、椙山女学園にとっては２

つの節目の年にあたります。一つは、椙山女

学園大学が開学して 60 年目にあたり、大学

開学 60 周年の様々な記念行事が執り行われ

ました。その中の記念講演会では、五木寛之

氏を招いて、「いまを生きる力」と題して、

心の折れやすい現代社会を行きぬく力につい

て講演されました。もう一つの節目は、椙山

女学園の創設者である椙山正弌先生の生誕

130 年にあたります。これを記念して、椙山

歴史文化館を椙山正弌先生の誕生月である 6

月に開館しました。この椙山歴史文化館では、

100 年以上の歴史を持つ椙山女学園の変遷が

ビジュアル的にわかるように工夫をされてお

ります。　　　　　　　　　　

　椙山人間学研究センターでも、この椙山正

弌先生の生誕 130 年を記念すると同時に最初

の高等教育機関である東京大学が 1877 年に

設立されてから 132 年になるため、『歴史か

ら大学の現在を考える―日本の高等教育 130

有余年』と題してシンポジウムを行いました。

1000 年程の歴史を持つヨーロッパにおける

高等教育に比べて、日本の高等教育はまだ産

声を上げた赤ん坊のような存在ですが、着々

と高等教育としての歩みを続けております。

そもそも大学とは、如何なる存在なのでしょ

うか。日本の高等教育の黎明期では、高等教

育に学ぶ学生は全国で 1,000 人程であったと

のことです。その実は、欧米から外国人の教

授陣を招いて、欧米の先進的な知識や技術を

専門的に学ぶことでありました。英語で教授

されることが常でしたので、英語の習得は必

修で現在の教養課程にあたる大学予備門で英

語を学んでいました。現在も英語の習得が重

んじられるのもこの背景があるのかもしれま

せん。その後、国費で多数の日本人を外国に

留学させて、その帰国を待ち、次第に大学の

教授陣を日本人化していき、日本型大学が形

成されていきました。日本の大学は、欧米の

優れた知識を紹介することに端を発している

と言えます。ＮＨＫの大河ドラマ「坂の上の

雲」で大学予備門のシーンがありました。明

治の頃は、学生は書生さんと呼ばれて、次代

を担う若者として社会が暖かい目で見ていて

くれています。書生はその期待に応えようと

して、自主学習に励み、時代の先導者として

自分に何ができるのかを真剣に討論し合いま

す。シンポジウムで竹内洋先生も、読書会を

通じて学生が自主的に学習することで、教養

が養われていったことをあげていらっしゃい

ました。大学は本来こういう環境や雰囲気を

作っていくところなのではないかと思いま

す。

　シンポジウムの中で竹内洋先生は教養ある

人をイギリスの哲学者であるジョン・スチュ

アート・ミルの定義から引用して「ある事に

ついては全てを知っていて、それ以外は何事

かを知っている人」と称されました。とても

含蓄のある言葉であると思います。現在の日

本社会は何か閉塞感があり、自主性を重んじ

るあまりに専門性を評価しがちであります。

しかし、専門性を養うためには、専門外の知

識がなければ新たな発見はなく、専門性は深

くはなりません。他者をゆるす社会、懐の深

い社会になるためには、こうした教養ある人

編 集 後 記
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をたくさん作ることが必要なのではないで

しょうか。五木寛之氏の講演にもありました

が、「悲しむ、悩む、迷う、憂うことがあっ

てこそ、人は自身の免疫力や自然治癒力を高

められる」のですから、いまを生きる力とし

て、教養ある人を目指すことも大切であると

思います。

　椙山人間学研究センターが発刊するこの

『椙山人間学研究』は、人生を豊かに過ごす

ための指針がたくさん詰まった書籍になって

いると思いますので、是非ともご一読いただ

き、ご自分なりの人間理解を深めていただき

たいと願います。

平成 22 年 3 月 20 日

センター事務局　竹田　浩康
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執筆者紹介

椙山　正弘	 （椙山女学園理事長）

椙山　孝金	 （椙山人間学研究センター長　学園長）

江原　昭善	 （椙山人間学研究センター客員研究員）

竹内　洋	 （関西大学文学部教授、放送大学客員

	 	教授、京都大学名誉教授）

稲垣　恭子	 （京都大学大学院教育学研究科教授、

	 	放送大学客員教授）

戸部　栄一	 （椙山女学園大学生活科学部教授）
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