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小松真理子先生が 2018 年 3 月に退職される。
小松先生は、1989 年にこのキャンパスが開設された時より、長年にわたり学生
の教育に熱心にあたられた。また、科学史などの独創的な研究を続けられ、こ
の研究年報にも論文を何度もお寄せいただいた。先生の今後のご健勝をお祈り
したい。
井手眞准教授が 2018 年 3 月をもってご退職される。
井手先生には、長年にわたり作品制作などを通して斬新な芸術分野の授業をご
担当いただき、学生たちに芸術の見方や芸術に対する感性を磨くことの大切さ
をご教授いただいた。また、幅広い見識にもとづき教養教育のあり方について
多くご示唆をいただいた。先生のご健康と今後のご活躍をお祈りしたい。
松永典子講師が 2018 年 3 月をもって本学を退職されることになった。
松永先生は 2012 年 4 月に本キャンパスに着任以来、本年報に 4 編の論文を投稿
された。編集委員の役を務められたのち、21 号、22 号では編集委員長の大役を
果たされた。総合基礎へ新風を吹き込み、多大なる貢献を果たされたことに謝
意を表すとともに、新天地におけるご活躍を祈念したい。
草川剛人教授が 2018 年 3 月をもって退職されることになった。
草川先生は地域経済学科の専門教育、及びに、総合基礎の教職関係の授業をご
担当され、さらには FD 活動にも積極的に参画いただいた。特に、教育面では「学
びの共同体の実践」を通して、アクティブラーニング教育の素晴らしさを広め
ていただいき、本キャンパスの FD/SD 活動の一層の推進に寄与された。また、
教職の学生を多く教育現場に送り出し、
「教育とは引き受けることから始まる」
とおっしゃっていたように、どのような事情があっても一人一人の学生と真摯
に向き合う姿勢から、教育の本質について多くのことを教えていただいた。
さらに、大学の教養教育の充実の方針に沿って、総合基礎に多彩な教員を採用し、
「リベラルアーツセンター」の開設にご尽力いただいたことに感謝申し上げる。
先生のこのような多くのご功績に対して感謝申し上げる。
今後の先生のご健勝とご活躍を祈念したい。
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「子育て」と「しつけ」をめぐる哲学対話
―《怒り》の正体と《認識の外部》をめぐる現象学的一考察―

江口

建

1. はじめに
2017 年 7 月 10 日、〈マザーズガーデン～子どもワクワク教室「あすなろ」～〉
のメンバーと共に、「哲学カフェ」を開催する機縁に恵まれた。
「マザーズガーデン」は、栃木県宇都宮市を拠点に活動する市民サークル団
体（代表：大音知子氏）であり、育児中の母親を中心に構成された子育てサー
クルである。主に児童福祉や母子福祉、青少年育成、学習支援の分野で精力的
な活動を展開している。子ども向けのイベントを開催したり、さまざまな体験
型ワークショップを実施したりしながら、地域の子どもたちが深い学びに出逢
えるような環境を作ること、また、親子で一緒におこなう体験を通して家庭教
育の充実を図ることなどを目的としている。子ども向けの実験や工作（ピタゴ
ラ装置、段ボール空気砲）、フィールドワーク（ミミズ探し）、芸術体験（ア
クションペインティング、アートかるた）、文化体験（藍染め）など、これま
で実施してきた活動内容は多岐にわたる。
彼女たちの活動の根底には、なによりもまず「子どもたちに健やかに育って
ほしい」という願いがあるが、そこからさらに彼女たちの活動目的は、教育活
動と文化活動を通じて〈人〉と〈人〉をつなぐ、あるいは〈人〉と〈地域〉を
つなぐ、そして、それらの「つなぎ」の輪を通して、人々が安心して暮らすこ
とのできる〈まち〉を作る―こういったことにある、と筆者は理解している。
その活動の一環として、彼女たちは「哲学カフェ」を企画した。
大きなテーマは「子育て」である。このテーマの枠組みの中で、改めて一緒
に考えてみたい問いをその場で出し合い、それについて皆で語り合うという趣
向である。
対話は、参加者の一人が口にした、「どうしたら子供を怒らないで済むか？」
という問いかけと共にスタートした。対話が始まると、「怒りが湧くのは、ど
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ういうときか？」、「しつけと怒りは、どう違うか？」、「しつけは本当に必
要か？」、「期待と失望の関係」などをめぐって、スピード感溢れる議論が展
開され、最後は、「子どもと大人は、同じ世界に住んでいるのか」ということ
にまで話題が及んだ。
各人によって対話から感じ取ったものは様々であると思われるが、筆者に関
して言えば、対話のあと、子育てにおける「怒り」の正体とは何かということ
を、さらに深く分析してみたい衝動に駆られた。参加者と一緒に考えた「しつ
け」と「怒り」の問題の“その先”を―その先があるのかないのか、という
ことも含めて―さらに追究してみたいと思った。それが、本稿執筆の一つの
動機である。
対話の様子や雰囲気については、「マザーズガーデン」のブログを参照して
いただくとして1)、本稿では、参加者との対話を通じて筆者が考えたことや、
対話の中で見えてきたもの、対話のあとに考えたことなどを、それにふさわし
い哲学的次元において開示したいと思う。その際、参加者との対話内容を筆者
、、、、、
、、、、
なりに再構成しながら、隠れた議題をあぶり出そうと思う。併せて、哲学対話
、、、、、、、、、、、、、、、、
におけるファシリテーターの頭の中を、少しだけ再現してみたいと思う。それ
によって、哲学対話のファシリテーションの仕方（あるいはファシリテーター
の役割）を幾ばくかでも可視化することができれば、今後、みずからカフェを
運営したいと望む人が現われたときに、その一助となるであろう、との願いを
込めてのことである。同時に、哲学的な対話が持つ意義と有効性を検証してみ
たい。
2. 「哲学カフェ」と「哲学対話」
哲学カフェとは、もともと 1990 年代にフランスのパリの街角で発祥した、市
民のための「哲学公開討論」企画であり、誰でも自由に出入りできるカフェが
会場として選ばれたことから、その名が付いた。現在、日本国内だけを見ても、
哲学カフェを運営・企画する団体は多数存在し、北は北海道から、南は鹿児島
県まで、その活動は日本全国に分布している。また、大学などの教育機関や、
大学の研究者・大学院生などが関与・運営しているケースも少なくない2)。
しかし、管見の及ぶ限り、栃木県で、哲学カフェが、本腰を入れた団体活動
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として継続的に実施されている形跡はない。したがって、もしもこの企画が今
後も継続されるとすれば、栃木県で第一号ということになる。
他方、哲学カフェとは別に、もう一つの哲学的な対話の流儀が存在する。そ
れが、アメリカで誕生した「子どものための哲学（Philosophy for Children：P4C）」
である。通称「哲学対話」と呼ばれるこの流儀は、フランス由来の市民啓蒙活
動としての哲学カフェとは異なり、もとはアメリカの学校教育カリキュラムの
ために開発された、れっきとした「学習理論」である。これが現在では、市民
に開かれた哲学を可能にする教育活動として世界的に普及しつつある3)。すで
に日本でも、哲学カフェと同様、全国規模の展開を見せているが、なかでも東
京大学教養学部附属「共生のための国際哲学教育研究センター（UTCP）」が
率いる「哲学をすべての人に（Philosophy for Everyone：P4E）」というプロジ
ェクトは、その活動範囲の広さや内容の多彩さの観点から見て、ユニークな地
位を占めている4)。
今回、われわれが哲学カフェを開催するにあたって、この「子どものための
哲学」（通称「P4C」）と「哲学をすべての人に」（通称「P4E」）の手法を、
応用的に取り入れることにした。
3. 対話のルール
P4E の哲学対話では、通常、7 つ程度の「対話のルール」を導入しているが、
今回は、場の性質と参加メンバーの顔触れを勘案して、三つだけルールを設定
した。
① 何を言ってもよい。ホンネで話す。
② 他人を否定したり、攻撃したり、揶揄したりしない。
③ 肩書きや上下関係を持ち込まない。対等の立場で話す。
この三つのルールを導入するだけで、かなりの程度、哲学的に有意義な対話
が成立すると思われた。わざわざ話し合いの場を設けながら、ホンネで話すこ
とができないならば、そもそも対話をする意義などない。したがって、本当に
思っていることを述べる。心にもないことは言わない。これは前提条件である
ように思われた。そのためには、「これを言ってはダメ」、「この場でこんな
発言はふさわしくない」などの禁則事項を、極力、取り払う必要がある。普段、
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家庭や職場や学校では口にするのをためらうような事柄の中にこそ、哲学的に
吟味される価値のある問題が潜んでいる。ただし、一つだけ、絶対に守るべき
約束事を設ける。それは、他人の発言を露骨に否定したり―「それは違う」、
「あなたの考えは間違っている」など―意図的に相手を傷つける言葉を投げ
かけたり、相手の人格を貶すような発言をしない、というルールである。もし
も自分の意見が相手と異なる場合は、単純に「私はこう思う」と言えばよい。
そうすれば、その意見が相手と同じであるか異なるかは、聴いている者にはお
のずと分かる。そして、ホンネで話すことができるためには、「この場では何
を言っても大丈夫だ」という安心感が欠かせない。したがって、肩書きや上下
関係を持ち込まない。あくまでも対等な立場で問い、語り、聴く。
上記のルールの他に、さらに「対話の心がけ」として、下記のようないくつ
かの心得を参加者同士で確認した。
・自分たちが本当に問いたいことを問う。
・具体的に問う。
・性急に答えを出そうとしない。
・知識を前提にしない（専門用語を使わない）。
・相手に通じる言葉で話す（伝わらなければ、表現を変えてみる）。
・借り物ではない、自分の言葉で話す。
・異なる考えがあることを知る。
・他人と違う意見を持つことを怖れない。
・他者を承認する。
以上のことを確認したあと、対話を開始した。その際、机を取り払い、円形
を成して座った。これも P4C や P4E の手法の一つである5)。
4. 対話のスタート―「怒り」が生起する条件
“どのようなテーマで話し合いたいか？”という問いかけに対して、参加者
の一人が口にしたのは、「子どもを叱るときに、つい怒鳴ってしまう。本当は
怒鳴りたくない。どうしたら怒らないで済むか？」という問いであった。一見、
“悩み相談”のようにも見えるこの問いは、じつは、さまざまな方向に展開す
る可能性を秘めた、すぐれて哲学的な問いである。「どうしたら怒らないで済
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むか」という問いからは、「コミュニケーションとは何か」という問いも派生
しうるし、「寛容とは何か」、「望ましい対人関係とは何か」、さらには、よ
り本質的に「人間にとって感情とは何か」という問いも成立しうる。したがっ
て、哲学的対話を開始するきっかけとしては申しぶんない。
「どうしたら怒らないで済むか」を考えるためには、思考のどこかの段階で
「怒りとは何か」について必ず分析しなければならないことは、即座に見当が
付いた。なぜなら、「どうしたら○○をやめることができるか」を思考しうる
ためには、やめるべき対象である「○○」の正体が判然としていなければなら
ないからだ。「どうすればよいか（how）」という方法を探りたければ、まず
は「それは何であるか（what）」を先に考えるのが、論理的な順序としては正
しい。
そのためには
どうすれば X をやめることができるか

X とは何であるか

このことを頭にインプットしながら、手始めに、「どうすれば怒らないで済
むか？」という問いを考えるための手がかりとして、「逆に、どうして怒って
しまうのか？」というところから探ってみることにした。ついつい怒ってしま
う理由が本人にとって納得のいく水準で明白になれば、怒らないで済むような
工夫に向けて一歩踏み出すことも可能であるように思われたからだ。
対話を進めるうちに、まず見えてきたことは、どうやら「怒り」の発動には、
、、、、、、
期待の持ち方が関係しているということである。
その理由は
どうして怒ってしまうのか

わが子に「期待」しているから

「よその子」と「うちの子」に対する接し方の違いを思い返してみれば、こ
の事態が意味しているところを理解するのは、さほど難しくない。率直かつ正
直な話として、「他人の」子どもであれば、さほどムキになって叱りつけるこ
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とはない。理由は単純であり、最初からそれほど「期待」していないからであ
る。毎日一緒に暮らすわけでもなければ、自分と利害関係があるわけでもない。
一言で言えば、「さほど関心がない」のである。
それに対して、「わが子」ともなれば、話は別である。我が子の将来は、親
である自分にとって、どうでもよくはない。自分の子どもには多大な期待を寄
せているため、たとえ子供から「うるさい」と言われようと、「小言が耳に痛
い」と敬遠されようと、何度でも注意をする。“悪役”を買って出てでも、叱
り続ける。そして、期待するからこそ、その期待を裏切られたときには、腹が
立つ。
ここから、怒りが成立する条件には、「期待値」が関係していることが判明
する。

ポイント 1―「怒り」が生起する条件 ＝ 期待値

期待するからこそ怒りが生じる以上、怒らないためには、期待することをや
めればよいのだが、我が子である以上、そういうわけにもゆかない。したがっ
て、〈怒りが生じるのは、期待するからである〉ということが分かったところ
で、「どうすれば怒らないで済むか」という問題の解決には役立たない。
5. 「怒り」のスイッチが入る瞬間
そこで、次に筆者が、参加者の話に耳を傾けながら心の中で探っていたこと
、、、、、、、、、、、、
は、〈怒りのスイッチが入る瞬間とは、どういうものなのか〉ということであ
った。〈感情のモードが切り替わる瞬間〉と言ってもよい。母親たちがおこな
う「しつけ」は、もともと子供に対して「怒りをぶつける」ことが目的ではな
いはずである。にもかかわらず、いつのまにか「しつけ」が「怒り」に変わっ
ているとしたら、そこには、母親自身にとって本意ではない〈意思伝達行為の
断絶〉があるはずである。どういうときに「しつけ」から「怒り」に感情のス
イッチが切り替わるのか。あるいは、「しつけ」が「怒り」に変わる瞬間には、
何が起こっているのか。
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参加者の証言によれば、どうやら、スイッチが切り替わる瞬間には、主に二
つの要素が介在しているようである。
一つ目は、自分（＝母親）の体調である（疲れているときなど）。
二つ目は、同じことをすでに何度も繰り返して言っている場合である。

ポイント 2―「怒り」のスイッチが入る瞬間 ＝ ① 体調・疲れ
② 反復

例えば、一日に三回、子どもが粗相をして、それを三日間、続けたとする。ま
ず一日目。初回のときには丁寧な口調で注意し、二度目には「またやった」と
思いながらも、冷静に注意する。しかし、三度目ともなると、さすがに怒って
しまう。二日目も、同じである。最初は冷静に、しかし最後は怒りで終わる。
、、、、
ところが、三日目には、最初から「怒り」のモードに突入しているという。
ここにあるのは、「何度言ったら分かるの！」という〈じれったさ〉と、「ど
うして、この子は、何度言っても分かってくれないの・・・」という〈徒労感〉
であるに違いない。加えて、おそらくこのとき、母親の中では、何度も同じこ
とについて注意することが、すでに「めんどうくさく」感じられているに違い
ない。疲れているときであれば、なおさらである。
めんどうくさくなったときの、最も手っ取り早い対応の仕方は、威圧的に振
る舞って、相手の反論を封じる（反抗心を奪う）ことである。
この意見を聴いたときに、筆者は二つの特徴に気がついた。
第一に、「体調・疲れ」、「反復」のいずれも、自分（＝母親）の都合であ
る可能性が高いということである。一回目のときには冷静に対応し、三度目以
降は怒ってしまうとすれば、子どもの振る舞いは一貫して同じである以上、
「怒
り」のモードが発動した要因は、母親自身のほうにあると考えねばならない（母
親が向き合っている事象 Y［＝粗相］は終始同じである）。
同じく、子どもの振る舞いは同じであるにもかかわらず、「疲れているとき」
と「疲れていないとき」で対応の仕方に差が出るとすれば、その差を生み出し
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ている要因は、論理的に考えて、母親自身に属している。これが一点目である。
、、、、、、、
第二に、感情発動の目的がすり替わっている可能性があるということである。
例えば、〈子どもがコップを倒して、中身をこぼした〉という現象があるとす
る。もともとは、《コップの中身をこぼす》という行為を改善させたいと願い、
そのこと（＝コップの中身をこぼす、という事象）に意識の志向性が向かって
いたはずである。ところが、いつのまにか、《何度言い聞かせても同じことを
繰り返す》という事象に、意識の方向が転向しているのである。当初は《コッ
プの中身をこぼす》という事象を回避するために「しつけて」いたはずのとこ
ろが、いつのまにか、《何度言い聞かせても同じことを繰り返す》ことに怒り
の矛先が向かっているのである。
ここから、「しつけ」と「怒り」の違いについて、以下のことが見えてくる。

具体的に改善させたい行為が目の前にある（「よそ見をして

しつけ

コップを倒す」、
「テレビを観ながらダラダラご飯を食べる」、
「忘れ物をする」など）。
同じミスを何度も繰り返すことに対して、あるいは、こちら

怒り

の話を真剣に受け止めていないように見えることに対して、
怒りが湧く。

、、、、、、、、、、、、、、
もしもそうだとすれば、子どもにとっては、なぜ叱られているのか分からな
、
い可能性がある。というのも、最初は、「コップの中身をこぼした」ことに関
、、
して叱られていたはずなのに、途中から、叱る側の心の中で、理由がすり変わ
っており、しかも、そのことを相手に伝えていないからである。子どもは混乱
するはずである。何が悪くて叱られているのか、どこを直せばよいのか、どう
すればお母さんの機嫌が直るのか、途方に暮れているかもしれない。加えて、
母親が疲れているかどうかを、子どもはすぐには察知できないため（「疲れて
いる」という状態がどういう状態を指すのかを、子どもは体感としてよく知ら
ない）、母親の疲れの度合いに応じて、機敏に態度を変えることができない。
そのつど異なる対応に出会った子どもは、自分の行為が、あるときには「優し
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く」叱られ、あるときには「厳しく」叱られることに、不可解の念を抱くかも
しれない。
ここまでの分析から明らかになった「しつけ」と「怒り」の違いを、以下で
まとめてみよう。

「しつけている」とき

「怒っている」とき

①具体的に〈改善させたい行為〉に意

①〈改善させたい行為〉を飛び越えて、

識が向かっている。

〈同じミスを何度も繰り返すこと〉
に意識が向かっている。

②「よかれ」と思って、純粋に相手の

②自分の都合で怒っている場合が多

ことを思って、やっている場合が多

い。「どうして解かってくれない

い。自分の子どもが、将来、社会に

の！」、「どうして何度も言わせる

出て、他の人たちと一緒に活動する

の！」等々、自分の期待を汲み取っ

ときに困らないように、との配慮。

てくれないことに対して、あるいは、
自分がこれだけ相手のことを思って
いるのに、それを軽視されているこ
とに対して、苛立ちを感じる。

③説明したうえで「解かってもらおう」

③時間がないとき、疲れているとき、

という期待があり、そのために努力

めんどうくさくなったとき、つまり、

をする気持ちがある。

自分の心に余裕がないときに、怒声
と高圧的態度（威圧と恐怖）で、相
手の言動を制しようとする。

両者を比較することから見えてくることがある。それは、子どもをしつける
ときには、どうやら、しつける側に「心の余裕」が必要である、ということで
ある。これに関して、ある参加者が、「心の容器のリミット」という表現を用
いて説明してくれた。心の容器のメモリがいっぱいになって、“今にも溢れそ
う”というときに子どもを叱ってしまい、しかも自分の意図が正確に伝わらな
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い場合、「怒り」となって表出される。それゆえ、「普段から心のメモリをど
れくらい空けておけるか」が大事である。いつも限界すれすれの状態だと、自
分もつらいし、相手もつらい―そのように参加者は述べてくれた。普段から
心のメモリを十分に空けておくこと、これは、口で言うほど容易いことではな
かろうが、少なくとも、この事態を一度自分の中ではっきりと「言語化」して
おけば、しかるべきときに自分の心の状態を理解する助けにはなるだろう。
6. 「しつけ」や「怒り」と、「対話」の違い
前節までの分析で、「しつけ」と「怒り」の事象的な違いが、ある程度、見
えてきたように思われる。それに応じて、怒りの正体も、おぼろげながら見え
てきた。
では、「対話」の場合は、どうだろうか。
筆者の考えでは、「対話」は、「しつけ」とも「怒り」とも違う。むしろ、
「しつけ」の前段階―健全なしつけを可能ならしめるための土壌作り―で
あり、「しつけ」が「怒り」に転化してしまわないためのツールでもある。
ある参加者が、「いま自分は『しつけて』いるのか、『怒って』いるのか、
それとも『対話して』いるのか、自分でわからなくなるときがある」という興
味深い意見を述べてくれた。
この証言は、「しつけ」の現場で、日々、子どもと真剣に向き合っている親
ほど、実感を伴って理解されてくるに違いない。自分の心の動きを冷静に観察
すればするほど、実際の現場では「しつけ」と「怒り」と「対話」がきれいに
分かれているとは限らないことに気づく。感情は、絶えず揺れ動き、変動し、
推移し、本人ですら自分が今どういう状態にあるのか、何をしているのか、正
確には特定できない局面も多々あるだろう。
そのうえで、筆者の見るところ、やはり「対話」は、「しつけ」や「怒り」
とは本質的に異なる。このことは、対話というものの本来の姿を思い起こして
みれば、理解しやすい。対話とは、「語る」ことと「聴く」ことを繰り返す行
為である。「語る」→「聴く」→「語る」→「聴く」→「語る」→「聴く」・・・
この絶え間ない往復運動の中に、対話が成立する。対話とは、〈話す―聴く〉
という作業を丁寧に積み上げる行為である。
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そこにあるのは、「私の想いや考えを、聴いてもらいたい」という願いと、
「相手の想いや考えを知りたい」という願いである。この二つの願いが、おそ
らくは、最も初歩的な次元で対話を導いている（したがって、最初から「相手
のことを知りたくない」と思っている者同士のあいだでは、あるいは、「この
人に私の意見なんか伝えても仕方がない」と諦めている状態では、対話は成立
しない）。
ここには、相手の態度を「是が非でも改善させよう」というダイレクトな意
図はない。また、相手に自分の不満や鬱憤をぶつけたいという衝動があるわけ
でもない。そうではなく、とにかくまずは「話をしたい」のである。なぜなら、
相手のことを今よりもさらに知りたいからであり、自分のことを今よりも深く
知ってほしいからである。その意味で、真の対話の遂行者は、相手を「しつけ
る」ことはないし、「怒る」こともない。
7. 「質問」と「詰問」の違い
「相手のことを知りたい」という希求に導かれて対話をする者にとって、そ
の願いを成就するための効果的な話しぶりは、「理由を尋ねる」ことである。
「どうしてそう考えるの？」、「どうしてそんなことをしたの？」等々。一般
、、
に、すれ違いは、相手の言動の理由が解からないことに起因する場合が多い。
この「理由を尋ねる」という行為は、相手を「詰問」することではないし、
ましてや「糾弾」することではない。
このことに関連して、哲学カフェの参加者の一人から、「両親の役割分担」
という観点が提出された。あくまでも日本の一般的家庭に付きまとう伝統的イ
メージにすぎないが、〈母親はガミガミ怒るが、父親は黙って聴いてやる〉と
いう構図がある。むろん、全ての家庭がそうであるわけではないし、片親しか
いない場合には、一人の性が、両方の性の役割を担うこともある。また、この
構図を、性差に基づく役割の違いとして捉えてしまうと、極めて慎重に検討し
なければならない別の（ジェンダー論的な）問題が姿を現す。

、、、
この「役割分担」という観点を呈示してくれた参加者は、おそらく、子ども
、、、、、、、、、、、、、、
が追いつめられたときの逃げ場、あるいは心の拠りどころ、という意味で、二
種類の対応があったほうが、子どもにとってはバランスを取りやすい、という
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意味で述べてくれたと筆者は理解している。
この意見を聴いたときに、筆者は（対話中には述べなかったが）密かに、あ
るエピソードを思い出していた。中学生のときに同級生を殴って、歯を折って
しまった人の話である。その人の母親は、担任から連絡を受け、その日の夜、
彼を寝室から呼び出し、「どうして殴ったの！？」と彼を問い詰めた。この母
親の言葉は、一見、質問しているように聞こえるが、じつはすでに「質問」で
はなく、「詰問」だった。より鋭く言えば、「糾弾」だった。それに対して、
同席していた父親は、「いいから、ちょっと黙っていなさい」と制して、「ど
うして殴ったのか？」と穏やかに訊いた。そして、一通り息子の言い分を聴い
たあと、「わかった。もう寝室に戻りなさい」と静かに言ったという。
このエピソードを思い出しながら、筆者は、両性の役割よりも―このケー
スにおいて母親が「詰問」し、父親が「質問」したのは、たまたまであった可
能性がある―むしろ「問い質す」とはどういう行為なのか、ということにつ
いて、思いを巡らせていた。
「質問」をしているつもりで、じつは「詰問」あるいは「糾弾」をしている
場面が、私たちの日常には至るところにある。糾弾は、相手の言動の理由を尋
ねる行為ではなく、相手の非を「責める」行為である。糾弾的な発話行為には、
最初から「おまえは悪いことをした」というメッセージが前提されているため、
相手の「応答する」意欲を奪う（たとえ理由を説明したところで、その理由が、
自分に対する有罪判決を覆す一助となることは、まずないからだ）。応答がな
ければ、一方的な独白になる。つまり、対話にならない。発話者が求めている
のは、あくまでも「反省」と「謝罪」であって、相手が謝罪し、「もうしませ
ん」と誓うまで、この糾弾は続く。
糾弾が続く限り、相手は黙り込むしかないが、黙り込めば黙り込むほど、糾
弾者は、「どうして何も言わないのか！」と怒りを募らせる。場合によっては、
相手が黙っていることが、自分を馬鹿にしている態度であると感じるときすら
あるだろう。しかし、糾弾されている側にとっては、黙っている理由は明白で、
端的に「無駄」だからである。自分のことを「悪である」と前提的に決めつけ、
怒りをあらわにしている目の前の人間に対して、どんな説明をしても、その言
葉が相手の心に届くことはないと承知しているからである。下手に何かを述べ
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ようものなら、「口答えするな！」、「言い訳をするな！」と、さらに叱られ
るだけである。
「何か言え」と言われたから、何かを言ってみれば、即座に「口答えするな」
と叱られ、「口答えをするな」と言われたから、黙っていれば、「どうして何
も言わないのか」と糾弾される。ここにあるのは、一方向的な「独白」である。
それも極めて暴力的な。
つまり、「怒り」は、最初から対話の可能性を封じている。対話の成立可能
、、
性が存在しないところで、「しつけ」はうまく機能しない。その理由は、しつ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、
けられる本人が十分には納得していないからである。本人が納得していない状
態で「うわべだけ」従うふりをする場合、同じ行為が繰り返されることが多い。
なぜなら、みずからの心の内に、「もうこういうことはやめよう」という決意
が芽生えていないからである。本当にやめさせたいと思うならば、きちんと相
手に、やってはならない理由を含めて、納得してもらう必要がある。したがっ
て、「しつけ」が正常に機能するためには、まずは「相手の言っていることが
お互いに理解できること」が必要である。そして、この相互了解は、「怒り」
（＝一方的な感情のぶつけ合い）ではなく、むしろ「対話」（＝双方向の意志
の通い合い）から生まれる。その限りで、対話は、健全な「しつけ」を可能な
らしめる前段階として機能しうる。
また、「しつけ」が「怒り」に転化するポイント（感情の沸点）が、〈相手
に意図を伝えたい〉という願いに基づいた「理由を尋ねる行為」から、ひたす
ら相手の反論を封じ、相手から反省と謝罪を引き出すことを意図する「詰問」
、、、
あるいは「糾弾」へとモードが切り替わる瞬間にあるとすれば、逆に、理由を
、、、、、、、、、、、、、
問い質し続けているあいだは、その人が怒りの感情に襲われることはない。そ
して、理由を問い質すという行為は、まさしく「対話」という行為の本質を成
す要素である。その限りで、対話は、「しつけ」が「怒り」に転化してしまわ
ないためのストッパーである。
以上のことから、「しつけ」と「怒り」と「対話」の関係を、以下のように
まとめることができる。
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態度
しつけ

怒り

対話

行為

目的

「○○しなさい」と命じる。

行為の改善

①「私の気持ちを解かれ！」と不満をぶつける。

① 自己承認

② 威圧と恐怖によって、反論を封じる

② 威圧

理由を問う。「問いかけ」と「応答」。

相互理解

8. みずから“気づく”―哲学対話の意義
、、、、、、
怒らずに済むためには（つまり対話を続けるためには）「心の余裕」が必要
である―この洞察に参加者一同が辿り着いたことは、すでに第 4 節で述べた
が、この洞察自体は、ことさらに斬新なものではない。けれども、肝要なのは、
、、、、、、、、
「心の余裕を持ちなさい」と誰かに指摘されたのではなく、あくまでも「自分
、、、、、、、、、、、、
には心の余裕が必要だ」と自分たちで改めて気づいた、という点である。これ
はまさに、「対話」だからこそ生まれた自己理解であると言える。つまり、参
、、、、
加者たちは、「あなたたちには心の余裕がない！」と（まるで子供がしつけら
、、
れるがごとく）叱責されたわけでも、糾弾されたわけでもない。そうではなく、
自分たちで改めて思い至った（再確認した）のである。
おそらく、ここに、哲学対話がいわゆる「自己啓発セミナー」型の講習会と
は決定的に異なるゆえんがある。
参加者の一人が、哲学対話の「セラピー効果」に言及して、次のように述べ
てくれた。いわゆる自己啓発セミナーや「アンガ－マネジメント」のような講
習会の場合、とっさに、「そんなこと言われなくても解かっている！

簡単に

実行できれば苦労はない」という反応をしてしまうケースが多々あるという。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、
この場合、もしも自己啓発セミナーでは解消されない問題があり、それが哲学
、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、
対話では解消されるとすれば、その要素は何なのか、ということを丁寧に言語
、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、
化できれば、哲学対話にはあって、自己啓発セミナーにはないものが浮き彫り
になってくるはずである。そして、おそらくは、そこに哲学対話が「哲学的」
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である理由がある。

、、、、
おそらく、哲学対話と自己啓発セミナーの決定的な違いの一つは、啓発する
、、
意図の有無にある。語弊を承知で言えば、自己啓発セミナーから感じてしまう
、、、、、、、、
或る種の「うさん臭さ」は、その押しつけがましさと並行関係にある。自己啓
、、
発セミナーに参加する母親たちは、自己啓発という表向きの名目とは裏腹に、
自分たちは「ダメな」母親であり、自分たちの子育ての仕方は「間違って」お
り、すみやかに「改善しなければならない」というメッセージを、暗黙のうち
、、、、、、、、
に指導講師から受け取ってしまっている。いわば、そこでは母親がしつけられ
、
ており、母親たちは、そのことを敏感に感じ取っているので、衝動的に反発心
を抱いてしまうのではないか。客観的に自己分析ができる母親（したがって他
人の暗示にうまく乗れない母親）ほど、おそらくはその臭いを敏感に察知する。
そして、この事態は、〈母親―子ども〉の構図と、じつは同じである。母親
が子供をしつけるように、講師は母親をしつける。しつけられる側は、しつけ
、、、
る側の押しつけがましさを、肌で感じ取ってしまう。自分で気づくのでなけれ
ば、当該の行為が本当の意味で改善されることはない。
哲学対話では、参加者全員が対等な立場であるため、そこに上下関係はない。
肩書も職業も関係がない。単に同じ一つの事柄に向かって、じっくりと考え、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
そこで何が起こっているのかを共に見つめるだけである。したがって、そこに
は、叱責する者も、非難する者も、諭す者も存在しない。
それに応じて、哲学対話のファシリテーターの役割も、おのずと決まってく
る。哲学対話のファシリテーターには、最初から啓発する意図などない。ただ
、、、、
言葉の事故を起こさないように交通整理をするだけである。参加者たちが、う
まく対話し、思考できるように、必要に応じて議論を整理し、導くだけである。
啓発セミナーの場合、その性質上、どうしても、〈指導する者〉と〈指導さ
れる者〉という構図ができあがってしまう。この構図が、おそらくは本当の意
、、
味での自己啓発を阻害している。この立場関係が哲学的な対話に向いていない
理由は、〈指導する者〉の中で、あらかじめ「答え」が見えているからだ。〈指
導する者〉の頭の中に、すでに「正解」が存在するからである。
おそらく、哲学対話の目的は、何が「良い子育て」で、何が「悪い子育て」
なのかを論定することにはない。また、子どものしつけにおいて、どのような
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態度が正しく、どのような態度が間違っているのかを（あたかも裁判官のよう
に）判定することにも、哲学者は興味を示さない。われわれは、あくまでも、
、、、、、、、、
〈しつけ〉という事象において、子どもと向き合う現場で、何が生起している
、、
のかを記述的に分析することを主眼に置く。少なくとも、筆者はそうである。
その結果、何かが見えてくれば、それは、発見した本人にとって、かけがえの
ない財産になるであろうことを経験的に知悉しているからである。
9. 哲学の開始点としての子育て、あるいは哲学者としての母親
母親たちとの対話を通して感じたことがある。それは、親の多くが、“子ど
もの考えることは解からない。子どもが何を考えているのか、それを知りたい”
という切実な願望を持っているということである。このことは、おそらく一般
に理解されているよりも遥かに哲学的な問題の次元を示唆している。
、、、、、
私たちは、通常、「他人のことは解からない」と言いながらも、解かったふ
、、、、 、、、、、、、、、
りをして（解かったことにして）日常生活を送っている。あるいは、「解かっ
、、、、
た」と思い込むことによって、他者に対する「解からなさ」をそのつど乗り越
える。逆に、「私のことは私にしか解からない」と内心では思いながらも、他
、、、、、、、、、、、、、
人から解かってもらったことにして、次のステップに進む。この自己の心理的
操作は、多くの場合、潜在意識において遂行されるため、みずからが明確にそ
の処理の過程を意識することは稀である。
この見せかけの安定性が揺らぎ始める地点がある。それが、「何度言っても、
私の言うことを解かってくれない」、「相手がなぜこのようなことをするのか、
理解できない」といったコミュニケーション不全の状態である。このような状
況に直面したとき、人は〈異質なもの〉に出会ったという実感から、「ギョッ」
とし、あるいは「ドキッ」とする。このとき、安定した日常世界は、すでに綻
びを見せ始めているわけだが、この綻びを、なかったことにして再び日々の生
活に戻るのが、私たちの「日常性」である。逆に、この綻びを、なかったこと
にせず、そこから問いを立ち上げる思考の営みが、「哲学」である。その意味
で、哲学は、日常性から出発し、同時に、その日常性の綻び、あるいは裂け目
に指をねじ込むことによって、日常を裂開させ、日常が日常として成立しうる
ゆえんの土台を問うという意味で、非日常的な思考の営みである。この場合の
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非日常性とは、日常性の対立項としての非現実性・異常性ではなく、むしろ日
常性の下部構造を露呈させるという意味で、日常性の「深化」とも言える。
この日常性の裂開を、目立って私たちに突き付けてくる存在の一つが、おそ
らくは「子ども」である。大人とは異なる文法で話し、大人とは異なるルール
で人間関係を築き、大人とは異なる理屈で世界を切り取る彼らの言動に接した
とき、私たちは、彼らが、もしかしたら自分たち（大人）とはまるで違う世界
を生きているのかもしれない、ということに（一種の驚きと困惑と共に）気づ
く。そして、それまで自明のものと見なしてきた世界の安定性に向かって問い
かけ始める。「この子は、はたして私と同じ世界を見ているのだろうか」、「子
どもたちは、はたして大人と同じ世界を生きているのだろうか」と。
これは、伝統的な哲学の文脈では、「他者を理解するとはいかなることか」
という問いに変換されうる。これを、哲学では「他者論」と呼ぶ。他者は、私
、、、、、、、、
の認識（あるいは理解）の範囲を超えているという意味で、「超越」である。
畢竟、「子育て」とは、突き詰めれば、〈内在〉と〈超越〉―意識の〈内部〉
と〈外部〉―の関係性をめぐる問題なのであり、「私の主観」という孤島が、
いかにして認識の外部（＝子ども）に到達しうるかという極めて認識論的な問
題なのである6)。子どもという「超越」は、私たちの意のままにならない「外部」
があることを、絶えず親に告知してくる。育児に携わっている母親という存在
が、いつでも哲学を開始しうる可能性を秘めている理由も、まさにここにある
のであり、子育て中の母親との対話が、その問いかけの発端からして優れて哲
学的な議論を展開しうる可能性を内包している理由も、ここにある。
10. 認識の〈外部〉としての「楽園」―「他者」という〈超越〉の問題
子どもという存在に対する〈解からなさ〉を象徴する言葉として、対話の中
で、「楽園」というキーワードが出た。楽園とは、言わずと知れた、旧約聖書
の『創世記』に描かれている「エデンの園」（地上の楽園）のことである。子
どもたちは、「楽園」で暮らしている。外の世界を知らない。つまり、「大人
の世界」を知らない。楽園で暮らす子どもたちは、いまだ「知恵の樹」の実（禁
断の果実）を食べていないがゆえに、善悪の観念や、分別、羞恥心といったも
のを持ち合わせていない。そして、「知恵の樹」の果実を口にしたときが、楽
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園を追放されるときである。
子どもたちが楽園を追放されるということは、大人の世界に迎え入れられる、
ということを意味する。いまだ穢れを知らない純粋無垢な世界が楽園であると
すれば、「失楽園」が、はたしてよいことなのかどうか、親としては迷いもあ
るだろう。しかし、いずれそこから出なければならないこともまた確かなよう
である。我が子が楽園を出る日を一方では待ち望みながら、他方で、もうしば
らく楽園に浸っていてほしいという思いも抱きながら、日々、子どもと接して
いる親も少なくないに違いない。
他方、大人たち自身も、かつては楽園で暮らしていたはずである（どの大人
も、かつては子どもであった以上は）。にもかかわらず、今では楽園がどのよ
うな場所であったかを忘却しており、正確には思い出せない。だからこそ、楽
園で暮らす子どもたちの振る舞いを見て、「どうして、この子は、こんなこと
をするのだろう？」、「この子は、いったい何を考えているのだろうか？」と
不可解の念を抱く。
その一例として対話中に挙げられたのが、〈子どもの頃に、窓ガラスに石を
投げ続けたエピソード〉である。当時、彼は、石を何回投げつければ窓が割れ
るかを、ただ知りたかったという。大人からすれば、どうしてそのようなこと
をするのか理解ができない。しかし、子どもにとっては、特別な理由などない。
単に、いつ窓が割れるのかを知りたいのである（ちなみに、これは、研究者が、
実験室で「鉄」を何回打ち続ければ折れるかを実験するのと、じつは同じでは
ないか、という感想があった。その意味で、研究者とは、いつまでも大人にな
りきれない子どものような存在であり、逆に、子どもとは、潜在的な探究者で
あると言えるかもしれない）。
同様に、「子どもの集中力」というものも、大人の理解を大きく超えるとい
う意見が出た。大人からすれば、どうしてそこまでしてのめり込むのか理解が
できない事柄に、子どもは異様な集中力と情熱を傾ける。大人がすぐに飽きて
しまうようなカードゲームやかくれんぼを、日が暮れるまで延々とやり続ける。
さらにまた、子どもの選択基準も、大人の目から見て不可解なことが多い。
大人からすれば、どう考えても、A というやり方をしたほうが効率がよいと思
われるのに、なぜか子どもは B というやり方を選ぶ。指摘しても、やり方を変
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えようとしない。また、あらゆる観点から、C という行為を先に済ませたほう
が合理的であることは明白であるのに、なぜか子どもは D を先にやろうとする。
つまり、子どもの中での優先順位が、大人のそれと違う。
このように、大人と子どもとでは、行動規範、行為の意味づけ、優先順位、
自分が納得するための論理構造が異なる。
この〈差異〉を認めることが、一般に「異文化理解」と呼ばれる。他方、自
分が理解できないもののことを一方的に「間違っている」と決めつけ、排除す
る態度のことを、「排斥運動」または「迫害」と呼ぶ。また、自分にとって不
合理に見えるものを「劣っている」と判定し、矯正しようとする振る舞いを「教
育」または「しつけ」と呼ぶ。迫害という行為の恐さは、相手に対する〈解か
らなさ〉が、広義の意味での〈暴力〉という形で表出するところにある。もと
もとは、異質なものに直面したときの理解不可能性から生じたものは、〈この
人は、どうしてこのようなことをするのだろうか？〉という純粋な「疑問」で
あったはずである。そこから、〈この人のことを、もっとよく知りたい〉とい
う「理解願望」が芽生えれば、「対話」が始まるだろうし、〈この人は、何か
がおかしい・・・危険である〉という具合に「恐れ」の対象になれば、「排斥」
が始まる。また、〈この人の言動は間違っている、理想的ではない・・・した
がって矯正すべきだ〉という判断が生じれば、「啓蒙」または「教育／しつけ」
の対象になる。
後者二つの振る舞いは、その見かけ上のベクトルの方向の違い（逆向き）に
もかかわらず、同質であり、いずれも程度の差こそあれ暴力的である。両者と
も〈異質なもの〉に対する「解からなさ」から始まっているにもかかわらず、
片や「排斥」という仕方で、片や「矯正」という仕方で、相手を意のままに支
配するべく振る舞うからだ。おのれの文化から「追い出す」か、おのれの文化
の中に「取り込む」かの違いにすぎない（フランスの現象学者エマニュエル・
レヴィナスは、相手のことを純粋に「知ろう」とする行為でさえ、超越を内在
へと還元し、他者を自己の意識に同一的に回収しようとする暴力的行為と見な
す7））。
「しつけ」という事象における〈異文化理解〉が、もともと棘の道を運命づ
けられている理由は、子どもの文化を或るレベルで承認しながらも、同時に、
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その文化をいずれは抜け出すことを不可避の道として指定せざるをえず、最終
的には、後者にこそ「しつけ」の存在理由があるからだ。
、、、、、、
楽園から出るということ、あるいは追い出されるということ、これは、認識
論的には、〈外部〉が〈内部〉に取り込まれるプロセスとして理解されうる。
「しつけ」とは、ある意味で、大人にとっての〈認識の外部〉を、大人という
認識共同体の〈内部〉へと自己同一化することである。
この「内部への同一化」が、しばしば暴力的な性格を帯びることは、これま
で、さまざまな研究領域で指摘されてきた。「帝国」が「植民地」を侵略する
ように、「文明」が「未開地帯（野蛮）」を開拓するように、「文化」が「自
然」に手を加えて成果物とするように、あるいは、「先進国」が「発展途上国」
を啓蒙するように、さらには、「人間」が「神」を観照的思惟によって認識す
る（得体のしれないものを人間に理解可能な言葉で矮小化して理解する）よう
に、《外部を内部化すること》、《周縁を中心化すること》、《超越を内在化
、、 、、、、、、、、、、、、、 、、、
すること》は、多かれ少なかれ、本来、自己に回収され得ないはずの〈他なる
、、 、 、、、、、 、、、、、、、、
もの〉を〈同なるもの〉へと併呑する行為として現れてしまう。
さしあたり教育だけに限ってみても、教育とは、歴史的に見て、啓蒙であり、
文明化である。特に近代教育が、〈文明―野蛮〉という二項対立図式を前提と
したうえで、理性の進歩と科学的知識の獲得による文明化という側面を強く内
包していたことは、幾多の啓蒙思想家の著述に表れており、それゆえまた、し
ばしば歴史学者や社会学者によって指摘されてきたことである8)。他方で、「文
明」の対立軸としての「野蛮」の中にも「文化」があり、どの文化も共同体を
成り立たせるための規範的構造としては等価であるという構造人類学の知見
―例えば、レヴィ=ストロースの言う「野生の思考」9)―に目を配るならば、
、、
近代学校教育制度が、文化人類学的な意味で真に「文化」化であったことは、
管見の及ぶ限り、一度もない（「文化」化のつもりで「文明」化している教育
体制ならば、いくらでもある）。近代教育とは、基本的に、進歩主義的な発想
のもと、人類史と生物学的発生の段階を類比的に捉え、原始的思考（神話的思
考）を排除することによって文明化を促す行為であると言ってよい。
これは、「子ども」の概念を「大人」の概念からいったん切り離したうえで、
再び「子ども」という〈外部〉を、「大人」という認識共同体の〈内部〉へと
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段階的に同一化・統合しようとする観念体系の表出と見ることができる10)。

、
子育ての文脈において、このような〈暴力〉を回避しようとしたとき、〈外
、 、 、、 、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、
部〉を〈内部〉へと暴力的に転換することなく、差異を差異として承認したま
、、、、、、 、、、 、 、、、、、、、、
ま遂行される「しつけ」は、いかにして可能か、という問いが生じてくる。こ
れは、じつは、レヴィナスが、神についての認識をめぐって問いかけたことと
同じである。レヴィナスは、晩年の 1983 年にジュネーブ大学でおこなった講演
テクストの中で、次のように述べている。「しかし、意識とは別の《他なる思
考》のもとに、何を探し求めることができるのでしょうか。《他なるもの》を
《同なるもの》に同化することなく、《他なるもの》を《同なるもの》へと統
合することもない思考、一切の超越者を内在に還元することなく、また、超越
を理解することによって超越を損ねてしまうこともない思考―これが求めら
れているのですが、結局、それはどのような思考なのでしょうか。そこで必要
とされているのは、もはや思惟するものから思惟されるものへの関係としては
構築されない思考ということになるでしょう（…）」11)。この不可能な事態に
対するレヴィナスの希求は、筆者の目から見て、もはや祈りに近いが、ともあ
れ、レヴィナスの言う「他なる思考」においては、超越の超越性を損なうこと
なく―つまり内在に還元することなく―他者を理解することが、他者に対
する唯一の誠実な態度として求められる。しかし、「理解する」とは、「つか
み取る」ことであり、それはすでに自己の手元に所有することを意味する12)。
その意味で、それは、その最深部において暴力性の刻印を免れ得ない。
〈他なるもの〉を〈同なるもの〉へと、〈外部〉を〈内部〉へと反転させる
ことなき「しつけ」は、いかにして可能か―対話のあとに、筆者がずっと考
えていたのは、このことである。
11. おわりに―哲学の深みに降りてゆくために
世の中の考えるに値する問題には、たいてい「表に現れた議題」の背後に、
「隠れた議題」がある。換言すれば、「見せかけの問題」に対して、「本当の
問題」がある。
本稿は、哲学カフェでおこなわれた対話の内容を再構成しながら、この「隠
れた議題」をあぶり出そうと試みてきた。「どうすれば子供に怒りをぶつけな
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いで済むか」という問題は、さしあたり、〈理解不能なもの〉に直面したとき
に、私はその他者に対していかに振る舞うか、という応答可能性の問題として
普遍化されうる。筆者の実感では、怒りとは、理解不能なものに出くわしたと
きに私の中で生じる困惑と、他者の〈手に負えなさ〉に由来する世界の安定性
の裂け目から、咄嗟に生還するための自己防衛の表現である。
「どうすれば子供に怒りをぶつけないで済むか」という問題の一つ手前にあ
、、、、、
る問いとは、そもそも私は何に対して怒っているのか、という問いであった。
これがつまり、〈怒りの正体〉をめぐる議論の基底を形成する。そこからさら
に問題の深層に踏み入れば、他者を理解するとはいかなることか、はたして子
どもたちは大人と同じ世界に生きているのか、といった問いも、この問題系に
は含まれていることを本稿は指摘してきた。そして、これらの問題は、突き詰
めれば、〈内部〉と〈外部〉の関係性をめぐる認識論的な問題なのであり、さ
らには、認識の彼岸としての〈他者〉についての解からなさと、それを知りた
いという希求からの反転としての怒りの表出を回避しつつ、〈他なるもの〉を
〈同なるもの〉へと、〈超越〉を〈内在〉へと、暴力的に転化することなき「し
つけ」は、いかにして可能か、という存在論的‐倫理学的な問題なのである。
こういった「隠れた問題」を取り出すことができるかどうか、あるいは、フ
ァシリテーターが「本当の問題」に対話者たちを導いてゆけるかどうかで、自
分たちが参加している哲学対話の、いわば「哲学度」が決まる。
しかし、「本当の問題」というのは、必ずしも一つではないし、唯一正解の
「本当の問題」なるものがあるわけでもない。ただ、私たちは、往々にして、
見かけ上の問題に欺かれて、本当に考えるべき問題を見失っているケースがあ
る。その結果、本当に自分が求めている答えに、なかなか辿り着けない。哲学
対話は、そういう「本当の問い」の見つけ方を、少しだけ示唆してくれる。そ
して、問題が見つかったときに、どういう筋道で、どのようなステップを踏ん
で問題を考えてゆけばよいのか、その足取りを示してくれる。これが、哲学教
育が―物事の本質を捉える力や、論理的思考力、推論能力、公正な判断力を
養ってくれるものとして―欧米の学校教育の現場で導入されている理由であ
り、そして、冒頭で述べた「子どものための哲学」（P4C）が、他ならぬ学校
教育プログラムとして開発された理由なのである。
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欧米の「哲学教育」が現代日本の「道徳教育」と決定的に一線を画している
ゆえんは、前者が「倫理観の陶冶」だけでなく「思考の訓練」を明白に見据え
ていることに加え、最初から前者が、「学校教育」であると同時に「市民教育」
をも射程に入れている点にある。そして、フランス発祥の「哲学カフェ（café
philosophique）」が、まさしく市民に開かれた哲学教育を念頭に置いていたこ
とを考え合わせれば、「哲学カフェ」と「哲学対話」がどこかで交わることは、
初めから予想されていたと言っても過言ではない。
この「思考の訓練」と「市民教育」のために、「対話」という手法が選ばれ
た。その背景には、古代ギリシャにおけるソクラテスの「問答法（dialektike）」
以来の弁証術の伝統と、ロゴス（言論）に対する信頼、そして討議によって公
共圏を形成・獲得してゆく西洋型市民社会の発展の歴史的経緯があることは言
うまでもない13)。

執筆後記

対話の終盤、参加者たちの話に耳を傾けながら、筆者は、子どもを叱ってし
まうことに対する自己嫌悪や後悔とは別の心の動きが、母親たちの中にあるこ
とに気付いた。それを象徴する単語を二つ挙げれば、「仲直り」と「信頼」で
ある。
参加者の一人が口にした、「子どもをひどく叱りつけても、最終的に仲直り
ができればいい」という発言が、対話のあとも、ずっと筆者の心に残っていた。
大人同士でも同じではなかろうか。どれだけ意見が対立しようとも、どれだけ
立場の違いから衝突しようとも、最終的に仲直りができればよい。そのために
は、相手に対する「信頼感」と、相手を許せる「寛容さ」を、日頃から培って
おく必要がある。
同様に、参加者の発言として、「怒ってもいい、叱ってもいい。土台に信頼
関係があれば」というフレーズも、心に残っている。信頼関係は、普段の対話
の中からしか生まれないと筆者は思っている。日頃、どれだけ地道に（ホンネ
の）対話を積み重ねてきたかによって、いざというときの信頼の強度が決まる
と信じている。
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対話から約 2 か月後、次回の哲学カフェの開催について「マザーズガーデン」
のメンバー数人と打ち合わせをする機会があった。その席上で、昨今の教育の
あり方と、哲学対話の効果について率直に意見を交わしていたとき、「異質な
ものに触れることの大事さ」というフレーズが、メンバーの口から漏れた。そ
、、、、、、
れと併せて、「今の子どもたちを見ていると、彼らには他者がいない（彼らの
、、、、、、、、、
目には他者が映っていない）」という感想があった。わずか一度の哲学カフェ
から―彼女たち自身の子育て経験や世の中の観察に基づいて―哲学対話の
本質を言い当てたことに、筆者は驚いた。哲学対話の一つの目的は、自分とは
、、、 、、、 、、、、、
異なるものに触れ、そこに（ここに）他者がいることに気づいてもらうことに
ある、と筆者は理解している。世の中には自分ではないものが存在するという
（あたりまえの）事実に目を向けてもらうこと。しかも、その異質なものを排
除・否定しないこと。むしろ、向き合うこと。そのために普段から異質なもの
に触れることに慣れておくこと―このことが、今の社会構造において、世の
親たちが子どもたちに切実に求めるものの一つであることを、筆者は理解した。
そして、現在の学校教育に欠けている要素の一つも、おそらく、これであるよ
うに思われる。
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注
1)

https://ameblo.jp/mothers-garden-asunaro/entry-12291371671.html
（mothers-garden-asunaro のブログ）

2)

最もよく知られている例を一つだけ挙げれば、大阪大学大学院文学研究科臨床哲学研究室
のメンバーが中心となって設立した「カフェフィロ（CAFÉ PHILO）」など。Cf. 鷲田清
一／監、カフェフィロ［CAFÉ PHILO］／編『哲学カフェのつくりかた（シリーズ臨床哲
学）』、大阪大学出版会、2014 年。
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3)

「子どものための哲学」および「哲学対話」の手法については、以下の拙稿を参照された
い。「『哲学対話』型アクティブ・ラーニングに関する原理的考察および教育実践報告
―『動機』の発掘と『知的安心空間』の創出に向けて―」『研究年報 人文編』第 22
号、帝京大学宇都宮キャンパス、2016 年、71－73 頁および 84 頁以下。

4)

Cf. 『Philosophy for Everyone 2013-2015』UTCP-Uehiro Booklet 11、P4E 研究会編、東京大
学「共生のための国際哲学研究センター（UTCP）」、2015 年。

5)

輪になって座ることの効果については、前掲の拙稿 87 頁以下を参照されたい。なお、P4C
では、通常、「コミュニティボール」と呼ばれる毛糸で編んだボールを使用するが、今回
のわれわれのカフェでは、その場の判断で、あえて使用しなかった。

6)

この問題を考えたのが、デカルトであり、カントであり、フッサールである。ただし、カ
ントの「物自体（Ding an sich）」という想定を現象学的還元（超越論的還元）によって「括
弧入れ」したフッサールにとって、「超越」とは、意識から独立して、あるいは認識の能
作に先立って、意識の外部にそれ自体として実在すると仮定されるもののことではない。
、、、、、
そうではなく、あくまでも〈意識の外側に実在する〉という意味と共に、意識の内部（内
在領圏）において構成されるものである。カントにとっては、時間と空間という直観の形
式において感性的に与えられるものが「現象」であり、その背後にある〈物そのもの〉は
知覚の対象とはならない。それに対して、フッサールは、そもそもこのような「物自体」
なるものを認めない。「物自体」を虚構的に設定するがゆえに、「私はどうやって、私の
意識の島から抜け出すのか」（Hua I, 116）という伝統的認識論が携えてきた不合理な問い
が生じる。この点に関して、クラウス・ヘルトの以下の有名な評言を参照されたい。「志
向性という概念によって、初めは無世界的な意識が、いかにして自分の彼方にある《外部》
への関係を持つことができるのか、という近世の《認識論》の古典的問題は原理的に解消
される」、「フッサールの志向性という構想によって、意識における内部と外部という古
典的デカルト的な問題設定は、原理的にはすでに解消されていた」、「与えられ方におけ
る現出という《間》の次元の発見によって、このデカルト的二元論はフッサール現象学の
端緒においてすでに克服されていた」。Cf. Klaus Held: Einleitung, in; Edmund Husserl: Die
Phänomenologische Methode, Ausgewählte Texte I, herausgegeben und eingeleitet von Klaus
Held, Philipp Reclam Jun, Stuttgart, 1985, S. 25, 46; Die Phänomenologie der Lebenswelt,
Ausgewählte Texte II, ibid., 1986, S. 19. かくして、フッサール現象学においては、「超越」
、
とは、文字どおり〈意識の範囲を超え出たもの〉のことではなく、意識を超え出たものと
、、
、、、
して、あくまでも超越論的意識という場のうちで志向的に「構成された」もの、という地
位を獲得するわけだが、しかし、まさにこのことが、他者論の文脈においては、自我の能
作に回収しきれない絶対的な「他性」としての他者を、意識の内側で類比統覚によって構
成してしまう「独我論的」スタンスとして、フッサール以降の現象学者たちによって批判

7

されることになる。
Emmanuel Lévinas: Transcendance et intelligibilité, suivi d'un entretien, Genève, Labor et Fides,
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1984, pp. 12-13.
8)

例えば、ノルベルト・エリアス『文明化の過程』（1939）やエルンスト・グローセ『芸術
の始源―比較人種学的美学』（1894）、ドゥニ・ディドロ『ロシア政府のための大学計
画案』（1776）など。Cf. Norbert Elias: Über den Prozeß der Zivilisation; Soziogenetische und
psychogenetische Untersuchungen, 2 Bände (Bd. 1: Wandlungen des Verhaltens in den westlichen
Oberschichten des Abendlandes, Bd. 2: Wandlungen der Gesellschaft; Entwurf zu einer Theorie
der Zivilisation), Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1976 (zuerst: Verlag Haus zum Falken, 1939);
Ernst Grosse: Die Anfänge der Kunst, Freiburg i.B. u. Leipzig, Mohr, 1894; Denis Diderot: Plan
d’une université pour le gouvernement de Russie ou d’une éducation publique dans toutes les
sciences, Œuvres complètes de Diderot, III, établi par J. Assézat, Paris, Garnier Frères, 1875, p.
429.

9)

Claude Lévi-Strauss: La Pensée sauvage, Paris, Plon, 1962, pp. 289-290, p. 294, pp. 353-357 etc.

10)

ヨーロッパ社会では、中世から 17 世紀頃までは、子どもは「小さな大人（petit d’homme）」
と見なされ、独立した人格・感情の主体としては見なされてこなかった、というフィリッ
プ・アリエスの有名な指摘を思い出されたい。アリエスによれば、大人と共に働き、遊び、
学ぶ環境（徒弟修業の環境）から子どもを切り離し、明確に啓蒙の対象と位置づけたのは、
近代の「学校化」である。そこでは、子どもは、純真無垢な存在として、配慮され、保護
され、タブーから隔離される存在として位置づけられた。その意味で、
「子供期（enfance）」
の概念は、学校教育制度の構想による一つの「発見（découverte）」なのである。Cf. Philippe
Ariès: L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Seuil, 1973 (Première édition: Plon
1960), pp. 5-8, pp. 29-74, etc.

11)
12)

Emmanuel Lévinas: Transcendance et intelligibilité, ibid., pp. 21-22.
理解するためには、対象を「概念化」しなければならないが、「概念」を表すドイツ語
の単語“Begriff”は、もともと「手でつかむ／逮捕する」という意味の動詞“begreifen”
の派生形であり、「つかみ取られたもの」の意である。ラテン語由来のフランス語の単語
“concept”（概念）も同様である。また、「理解する／察知する」という意味を表す英語
の動詞“apprehend”や“comprehend”も、もとは「つかむ」（to grasp, to seize）の意であ
る。

13)

合意形成のプロセスを本質とする市民的公共圏の成熟度が、対話・コミュニケーション
の成立可能性と不可分の関係にあることは、ドイツの社会哲学者ユルゲン・ハーバーマス
が指摘しているとおりである。Cf. Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit;
Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Neuaufl., Suhrkamp Verlag,
1990 [zuerst 1962].

－ 26 －

参考文献
江口建「『哲学対話』型アクティブ・ラーニングに関する原理的考察および教育実践報告
―『動機』の発掘と『知的安心空間』の創出に向けて―」『研究年報 人文編』
第 22 号、帝京大学宇都宮キャンパス、2016 年
P4E 研究会編『Philosophy for Everyone 2013-2015』UTCP-Uehiro Booklet 11、東京大学「共生
のための国際哲学研究センター（UTCP）」、2015 年
鷲田清一／監、カフェフィロ［CAFÉ PHILO］／編『哲学カフェのつくりかた（シリーズ臨
床哲学）』、大阪大学出版会、2014 年
Claude Lévi-Strauss: La Pensée sauvage, Paris, Plon, 1962. クロード・レヴィ=ストロース『野生
の思考』、大橋保夫／訳、みすず書房、1976 年
Denis Diderot: Plan d’une université pour le gouvernement de Russie ou d’une éducation publique
dans toutes les sciences, Œuvres complètes de Diderot, III, établi par J. Assézat, Paris,
Garnier Frères, 1875.
Edmund Husserl: Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, herausgegeben und eingeleitet
von Stephan Strasser, Husserliana Bd. 1, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1950 [Hua I]. エドム
ント・フッサール『デカルト的省察』、浜渦辰二／訳、岩波文庫、2001 年
Emmanuel Lévinas: Transcendance et intelligibilité, suivi d'un entretien, Genève, Labor et Fides,
1984. エマニュエル・レヴィナス『超越と知解可能性―哲学と宗教の対話』、中山
元／訳、彩流社、1996 年
Ernst Grosse: Die Anfänge der Kunst, Freiburg i.B. u. Leipzig, Mohr, 1894. エルンスト・グローセ
『藝術の始源：比較人種學的美學』、安藤弘／訳、岩波書店、1921 年
Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffentlichkeit; Untersuchungen zu einer Kategorie der
bürgerlichen Gesellschaft, Neuaufl., Suhrkamp Verlag, 1990 [zuerst 1962]. ユルゲン・ハー
バーマス『公共性の構造転換―市民社会の一カテゴリーについての探究』、細谷貞
雄・山田正行／訳、未來社、1994 年
Klaus Held: Einleitung in; Edmund Husserl: Die Phänomenologische Methode, Ausgewählte Texte I,
herausgegeben und eingeleitet von Klaus Held, Philipp Reclam Jun, Stuttgart, 1985. クラウ
ス・ヘルト『20 世紀の扉を開いた哲学―フッサール現象学入門』、浜渦辰二／訳、

－ 27 －

九州大学出版会、2000 年
―: Einleitung in; Edmund Husserl: Die Phänomenologie der Lebenswelt. Ausgewählte Texte II,
herausgegeben und eingeleitet von Klaus Held, Philipp Reclam Jun, Stuttgart, 1986. 同上書
所収
Norbert Elias: Über den Prozeß der Zivilisation; Soziogenetische und psychogenetische
Untersuchungen, 2 Bände (Bd. 1: Wandlungen des Verhaltens in den westlichen
Oberschichten des Abendlandes, Bd. 2: Wandlungen der Gesellschaft; Entwurf zu einer
Theorie der Zivilisation), Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1976 (zuerst: Verlag Haus zum
Falken, 1939). ノルベルト・エリアス『文明化の過程』（上・下）、赤井慧爾 ほか／
訳、法政大学出版局、2010 年
Philippe Ariès: L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Seuil, 1973 (Première
édition: Plon 1960). フィリップ・アリエス『〈子供〉の誕生―アンシァン・レジー
ム期の子供と家族生活』、杉山光信・杉山恵美子／訳、みすず書房、1980 年

－ 28 －

現代ゴシック文化の種
川口 淑子
1. 序
現代文化の研究者が定義に困難を覚えるものとして、ゴシック、あるいはゴ
スがある。そもそも、これがジャンルなのかモードなのか、一時的な流行なの
かは議論を呼び、このすべてであると言うのが正しいように見える。一般にゴ
シックと呼ばれるものは、類を見ないほど範囲が広く、尖塔を持つゴシック建
築から 18、19 世紀に書かれた古典的ゴシック小説、現代の音楽やファッショ
ン、さらには観光や町興しにまで裾野は広がり、同属があまりに多い生物のよ
うな生態を見せている。
19 世紀建築の大きな動向であったゴシック・リバイバルでは、単に様式をコ
ピーすることを超えて、安定や人間らしさを求める人々の感情が様式に結び付
けられた。現代のゴシックに於いても、型の中により多くの意味を盛り込もう
とする傾向があり、これは過去にあったものの模倣を超えた複雑な織物に近い。
ポップ・カルチャーの研究者たちが繰り返し認めているように、現代のゴシッ
ク、あるいは特に若い人々のポップ・カルチャーに見られるゴスにはパフォー
マンスの要素がある。つまり、真似をすると同時に、表現者は本物のゴシック
的存在として行為を行う。言い換えると、偽物の、または単なる真似のゴシッ
クはない。これは、ゴシックが独特の自由さ、時代に影響されない根本的な人
間の特性を含むためだと考えられる。
本論では、十九世紀末に書かれたヘンリー・ジェイムズ（1843－1916）の短
編小説「フリッカーブリッジ」（“Flickerbridge”, 1902）を現代ゴシック文化と照
らし合わせ、現代ゴシック文化のルーツの一つを確認していく。
2. 加工品としてのゴシック
ヘンリー・ジェイムズは晩年に多くの短編小説を書き、そのうちかなりのも
のはゴースト・ストーリーに分類される。しかし、ある種のゴシック・モード
で書かれていても、恐ろしさはあまりなく、むしろ、それなりの年齢に達した
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人間の生活の意味深さや、生活の中の哲学と関わり、特定のジャンルには当て
はまらないものが少なくない。ゴシック・モードを自由に使いこなした、いわ
ばゴシックの応用編の作品としては、「楽しい街角」（“The Jolly Corner”, 1908)
や「第三の人物」（“The Third Person”, 1900)がある。これらの物語には、幽霊や
アルター・エゴは登場するが、それらは主人公たちに利用されるために呼び出
されたとさえ解釈でき、古典的なゴシック小説とはかなり異なる性質を持つ。
本論で取り上げる「フリッカーブリッジ」には、これらの作品以上に現代のゴ
シックに見られる特徴が多く含まれている。
「フリッカーブリッジ」は、ジェイムズの作品集ニューヨーク版の 18 巻目に
収められ、巻頭を華々しく飾る人気作品「デイジー・ミラー」（“Daisy Miller”,
1879）とは対照的にこの巻の後ろから二番目に配置され、あまり注目されるこ
とはない。しかし、現代ゴシックとの繋がりを考えると、幽霊や恐怖を使うこ
となくゴシック的作品として成立しているこの作品は興味深い。知人の親戚が
所有する古い屋敷を訪れ、時代から取り残された人と物に出会うというシンプ
ルなプロットのこの作品は、作品の性格を紹介するかのように、まずは薄暗い
雰囲気で始まる。パリからロンドンにやってきた語り手は、“The British capital
was strange grey world to him, where people walked, in more ways than one, by a dim
light”(440) と風景を受けとめる。
そして、滞在先で出会う恋人の親戚の女性は以下のように紹介される。
Miss Wenham, fifty-five years of age and unappeasably timid, unaccountably
strange, had, on her reduced scale, an almost Gothic grotesqueness; but the final
effect of one’s sense of it was an amenity that accompanied one’s step like wafted
gratitude. (450)
いかにもゴシック風の風景と人物で読者にヒントを与え、直接的にゴシック
という言葉が作品中に持ち込まれるこの作品は、一種のメタ・ゴシックであり、
現代性を帯びている。19 世紀末に書かれたこの短編小説は、現代と同様、既存
のゴシックについて読者が知っていることを前提とし、自分が加工品であると
いうアイデンティティーをはっきりと打ち出すことで成立している。ジェイム
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ズが読者に期待している知識には、古典的ゴシック小説に加え、この時代に多
く見られたゴシック・リバイバルの建築物や古いものを好む人間が多く存在す
るという社会状況も含まれているだろう。
過去の作品を踏み台として、好みに合うように選んだパーツを組立てる現代
ゴシックの手作り感は、特にスチーム・パンクがよく表している。文学からア
クセサリーのデザインまでも含むこのジャンルでは、人間的な機械や機械に近
い人間がクローズアップされ、最先端のテクノロジーを作品化しているにもか
かわらず手の温もりの感覚や個人的な趣味を追及する方向性が濃厚に表れてお
り、ウィリアム・モリスの職人芸礼賛を思い起こさせる。言い換えると、現代
のゴシックでは過去を巧妙に取り込んでいるが、それはしばしばノスタルジー
だけでなく人間臭さの回復も目指している。ニコラス・ダリーは、ヴィクトリ
ア朝時代にいくつも開催された博覧会の影響で、人々は物を利用価値からでは
なく、それ自体の価値のためにじっくりと鑑賞するようになったと考えている
が(52)、この観察眼はスチーム・パンクに受け継がれているだろう。そして、こ
の分野では、自らが加工品であるという意識は避けがたいものである。
現代の音楽の分野では、80 年代初頭からゴス・ロックと呼ばれる独特の雰囲
気を持つジャンルが認知され始めたが、グラム・ロックやパンクの後を追って
世に出てきたこの音楽の特徴は、一つには個人的嗜好の追及にあるだろう。ポ
ップ・カルチャーのエキスパートであるナターシャ・シャーフは、まずはパン
クがファッションやアート、音楽において DIY 的なアプローチをする下準備を
したと指摘し(15)、次に登場したゴス・ロックでは既存の材料を自分流にアレン
ジすることが基本となっている。このジャンルの音楽は、陰鬱さがある歌詞や
旋律にのせて極めて個人的な色を表現しようとする姿勢を持っているが、過度
な毒々しさとは距離を保っている。個人の趣味の表現であるこのゴシックでは、
楽曲制作の副産物であるアルバム・ジャケットや衣装などもしばしば総合的な
アート作品の一部として作られ、知的でもあり、危険な要素は削減することで
一般の人々が受け入れやすいゴシックに変形されている。そして、この方向性
は早くも 19 世紀にヘンリー・ジェイムズの作品に見られるものである。
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3. 怖くないゴシック
既存のゴシックから特定の部分を選択し、発展させるという加工を煮詰めた
形が、怖くないゴシックであろう。現代、とりわけイギリスでは美術館や地方
自治体、一流デパートが、競うようにゴシックの企画を取り入れているが、共
通しているのは、極端な要素がほどよく薄められていることであり、ファミリ
ー向けに企画されることも少なくない。イギリスのお祭りと現代のゴシックを
分析したエマ・マケボイは、現代ではゴシックは過去やポップ・カルチャーの
歴史自体を振り返る主要な方法の一つとなっていると指摘し(165)、さらに現代
のゴシックは便利なシニフィエとして機能するため、実際には怖くないのに怖
いものを示唆することも可能だと適切に分析する(178)。
恐怖が薄らいでいるのが現代ゴシックに広く見られる特徴だが、古典の「フ
リッカーブリッジ」も、不気味さや古臭さをクローズアップしているにもかか
わらず、怖くないゴシックである。主人公のグレンジャーは、明らかに古めか
しい館での滞在を楽しんでおり、その様子は以下の場面によく表れている。
It was so “there” that, as had befallen him in Italy, in Spain, confronted at last, in
dusky side-chapel or rich museum, with great things dreamed of or with greater ones
unexpectedly presented, he had held his breath for fear of breaking the spell; had
almost, from the quick impulse to respect, to prolong, lowered his voice and moved
on tiptoe. (449)
目の前のゴシック的空気が乱されて、非日常を楽しむ機会が消えないように
細心の注意を払う様子は、自分のアルター・エゴを脅かして逃げられないよう
に気遣う「楽しい街角」の主人公を思い出させるが、この行動は現代、エンタ
ーテイメントとして定着しているゴシックの観光ツアーでの客の振る舞いに通
じるものがある。収益が十分に見込まれるこのようなツアーでは、立案者と参
加者は自分たちが踏み込んでいるのはゴシック的世界だという意識を明確に持
ち、この雰囲気が損なわれることは望まない。
歴史のある建物や幽霊が出ると噂される屋敷を訪れるウォーキング・ツアーは、
特にイギリスにおいては何十年にも渡って人気を集めているが、ビジネスとして

－ 32 －

は恐ろしさだけが強調されないことが重要である。万が一にも幽霊が出ると噂さ
れる屋敷で本当に幽霊が出ると、ツアーには混乱が生じることになる。そもそも、
参加者は、幽霊と出会う確率は低いという前提で幽霊ツアーに参加している。
「フリッカーブリッジ」では、語り手は貴重な古い時代の品々とゴシック風
の女主人の雰囲気をツアー客のように楽しみ、危険に直面しているわけではな
い。語り手グレンジャーは、見ることも仕事の一部である肖像画家であり、非
常に繊細な感覚を持っていると作品のはじめで紹介される。古典的なゴシック
小説では、感受性が強く悲劇に巻き込まれる女性が頻繁に登場するが、グレン
ジャーはその男性版だと言える。ジェイムズの典型的な信頼できない語り手で
ある彼は、古い屋敷で見るものに驚嘆するが、彼の評価は大げさである可能性
が暗示され、そのせいで作品の恐怖感は薄められることになる。彼の読者に対
する役割は、幽霊ツアーのガイドと共通する部分がある。いわくつきの場所を
訪れるツアーでは、ガイドという仲介者が同行しているからといって、ただち
に幽霊屋敷が偽物であることにはならない。幽霊との遭遇の確率は低くてもゼ
ロではないことが、ツアーの条件として満たされる必要がある。グレンジャー
は、現実的な恋人と馬が合わないほど繊細なため、語り手としては頼りないが、
そのせいで彼が評価する事物の価値が全否定されるわけではない。
さらに、ジェイムズが好む曖昧さは、この作品では恐ろしさを軽減するだけ
でなく、全く反対にゴシック的な効果を高めてもいる。なぜなら、グレンジャ
ーが見る薄暗いイギリスの、すっきりと分析できない霧に包まれたような雰囲
気は、伝統的にゴシック的なものの住処として使われるためである。ジェイム
ズは余韻や不在者の影響力を巧みに使う作家だが、不気味さや不安を扱う際に
は、この間接的表現の技が最も冴えていると言える。作品中にほとんど登場し
ないか既に亡くなってしまった人物が強い影響力を見せる例はいくつもあり、
代表的なものとして『鳩の翼』(The Wings of the Dove, 1902 )のミリー・シールが
挙げられる。アンドリュー・カッティングは、この作品ではミリーの死の場面
を直接描かないことで、その死は作品中に拡散していると考え(82)、この作品の
空間は墓場の様相を帯びるとまで表現するのは(97)、うなずける分析である。こ
のような間接的で暗い支配力は、濃度の差はあっても怖くないゴシックに見ら
れるものである。
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「フリッカーブリッジ」の場合、古いものの美やユーモアが作品の表面にあ
り、その奥には暗いトーンが常に潜んでいて作品をつなぎ合わせている。それ
は、グレンジャーの好みと目の前に実在する古く暗い屋敷が共鳴して奏でるゴ
シック趣味自体の音と言えるかもしれない。ここでは、恐怖は裏に隠れ、裏か
ら表面を支配することで、怖くないゴシックを作り上げている。観光用や消耗
品としてのゴシックと手応えのある作品となるゴシックの違いを考えるなら、
表現されるべきものが単に薄められているのか奥に隠れているのかという違い
が、一つの目の付けどころとなるだろう。
4. フィルターとしてのゴシック
ジョン・P・リケレムは、ゴシックが世界観や美意識、文化の対立を表現する
媒体として適しており、現代性があることを見抜いているが、現代文化を見る
際には、ゴシックは有効な鍵である。アメリカのテレビドラマでは何十年にも
渡り、ゴシックがもてはやされている。Twin Peaks (1990-1991)と The X Files
(1993-2002)は、広く一般的な視聴者をも引き付けたが、それ以降も Medium
(2005-2011)や Dead Like Me (2003-2004)、Ghost Whisper (2005-2010)、Vampire
Diary (2009-)などの人気番組は、社会事情と歩調を合わせながら、従来のゴシッ
ク風のドラマに一ひねりを加えて人気を集めてきた。注目すべきなのは、視聴
者の感覚に対する番組の細やかな対応力であろう。前述したテレビドラマは、
放映された時期の話題や特にアメリカの経済状況、世論などに合わせ、少しず
つゴシックとしての形を変えているように見える。
バンパイアが外部からの侵入者や社会不安を表すものだと昔から言われてき
たように、ゴシックが社会状況を写しやすいのは確かだが、特に毎日の生活と
密着したテレビ番組は、特定の事物が大きな社会問題を象徴、反映していると
いう大雑把なレベルを超えて、人々の日常的な気持ちの変化、姿勢を表現する
媒体となりえる。何か大きな事件が起こった後や、特定の政治、経済的問題が
話題となっている際には、例えば、権力者に対する反感や家族を失った被害者
への同情、漠然とした将来への不安の高まりなどに、このようなテレビドラマ
は幽霊や怪物を活用して非常に敏感に反応を示すようになっている。言い換え
ると、その地域、その時期の人々の気持ちや考えを知りたければ、ゴッシック
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というフィルターを通して見ることが一つの有効な手がかりとなる。
バンパイアや狼男のようなキャラクターは、小説、コミックス、映画、アー
ト作品など様々な分野で異なる作家、監督に作品化されてきたが、同様に、例
えば「バットマン」のような作品も作者や監督、役者を変えながら非常に長く
生き延びてきた。このような再利用しやすいという柔軟性は、人々の嗜好や社
会状況に応じて形を変えるゴシックの性質の表れである。
ピーター・ギャレットは、ジェイムズの長編小説『使者たち』
（The Ambassadors,
1903)を分析する際に、この作品ではゴシックは恐怖を感じさせるものではな
く、感覚を開くものだと指摘しているが(206)、このようなゴシックの利用方法
は、ジェイムズの短編小説にもしばしば見られる。人々がゴシックのテレビ番
組を視聴することで自分の深い部分にある感情を再確認するか、逆に番組制作
者に曖昧な気持ちを吸い上げてもらい、ゴシック・ドラマの形で気持ちや考え
を具体的な表現に結び付けるように、「フリッカーブリッジ」では、冴えない
語り手は不気味さもある古風な環境の中で、それまでになく自己表現を成し遂
げているように見える。文筆業でかなり成功している恋人に比べると、グレン
ジャーは、ほとんど世間で評価されていない肖像画家だが、古い屋敷での彼の
感性は以下のように研ぎ澄まされている。
The larger, the smaller past – he scarce knew which to call it – was at all events so
hushed to sleep round him as he wrote that he had almost a bad conscience about
having come. How one might love it, but how one might spoil it! To look at it too
hard was positively to wake it up. Its only safety, of a truth, was to be left still to
sleep – to sleep in its large fair chambers and under its high clean canopies. (452)
古い屋敷にある骨董品は、自分が注意を向けるだけで目を覚ましそうだと感
じるグレンジャーは、特殊な環境の中で感覚が鋭敏化されており、次の段階で
は、現実的な恋人が屋敷に来たらどんな結末につながるか、彼女を遠ざけるた
めには何をすべきか、普段なら期待できないような冴え渡った分析を披露して
見せる。ジェイムズの多くの作品では隠された事実を突然悟る気づきの瞬間や
感性が開くという展開が重要かつ非常に印象的だが、しばしば神秘的でもある
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この瞬間や展開は、ゴシック的背景の中でも独特の光を放つように見える。
なぜゴシック小説やゴシック・モードのテレビドラマには深い洞察が時折表
れるのかという問題は、かなり複雑だが、現実から一歩離れた非日常の設定内
では、ある種の匿名性が生まれ、刺激によって感覚も冴えているために、本当
に言いたいことを言える条件が整っていることは確かだろう。サイバースペー
スと同じように、モンスターや幽霊がいる空間では、個人の現実や責任は保留
となって感情表現が行いやすくなるため、ゴシック的空間は個人を多くの人々
と繋ぐ場となりえる可能性も秘めている。
特に現代のゴシック・ドラマでは、しばしばユーモアが巧妙に持ち込まれる
が、それは単なるコミック・リリーフではなく、感情表現や洞察が可能となる
空間が出来上がっており、冗談の奥には重要な洞察が隠れている可能性がある
ことを示唆している。
難解で長大な作品が多いジェイムズの場合、短編小説では時折コミカルなト
ーンが持ち込まれる。例えば、重たい印象のある屋敷の女主人は、あなたは危
機に直面していると語り手に脅かされると、““Oh I can hold my own! ” said Miss
Wenham with the headshake of a horse making his sleigh-bells rattle in frosty air.”(462)
と薄笑いを誘うが、このユーモアは古臭い人物に対する愛情や弱者のもの悲し
さの上に成り立っている。
リニー・ブレイクは、死者が他の死者を助けるテレビドラマ Dead Like Me は、
日常の価値を再確認し、生活をよりよくすることがテーマだと鋭い洞察をして
いるが (41)、このような番組に人気があるのは、視聴者がエンターテイメント
の裏にあるものにそれとなく気づいているためであろう。ゴシックは、個人の
好みというレベルで消費、あるいは生産されるが、ビジネスの世界では利益を
生むアイテムとして受け入れられており、儲かるビジネスとして広く一般の人
々に向けて発信できるという両面性を持つことは興味深い。そして、この営利
目的の場では、思いがけず意味深い表現や理想的なコミュニケーションが成り
立つことがあるのは注目に値するだろう。
5. 共有されるゴシック
スチーム・パンクやゴス・ロックが個人の趣味や職人的感覚を重視した人間
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的かつ知的なジャンルであることは前述したが、現代のゴシックは内向的傾向
を持つと同時にフェスティバルやゴス・クラブなどにおいては人と共有もされ
る。そもそも恐怖は他者や異物が存在することで成立し、完全に個人で体験す
ることはできない。古典的ゴシック小説が、しばしば社会不安と関係している
ことは繰り返すまでもないが、このジャンルはもともとある種の社会性を備え
ている。さらに、他のジャンルと融合しやすいという面白い特性のために、も
ともと別の領域に属していた人々を巻き込む可能性を秘めている。
ゴシックに近しいものとしてはファンタジーがあるが、共通しているのはど
ちらも超自然的要素とある種の社会性を含むことである。イギリス小説の超自
然的要素を分析したグレン・カバリエロは、現代の文学作品では子供向けのフ
ィクションの中に超自然的な要素が残り、このジャンルでは、社会問題が扱わ
れるようになってきたと変化を見取っているが(215)、同じく想像力の領域に踏
み込むゴシックにもこれは当てはまる。しばしばゴシック・ロマンスとファン
タジーの区別は難しいが、そもそもロマンティシズムとゴシックの区別も簡単
ではない。一流の服飾デザインを専門とするリン・Z・バセットは、ロマンティ
シズムは非常に多くのものを含むために定義は困難だと考えるが、バセットの
服飾の説明においてはロマンティシズムとゴシックはほぼ同義であるように扱
われ、この二つは同じものの明るい面と暗い面であるという印象を抱かせる。
またバセットは、スチーム・パンクは個人の好みを深化させたファッションで
あると同時に、このゴス・ファッションでは、女性がシルクハットをかぶり、
男性がコルセットや宝石を身に着けるというように男女差の消滅も起こってい
ると指摘し(89)、ゴシックの境界を超える性質も示している。
文学においては、異なるジャンルが入り混じるだけでなく、ある種の哲学や
思想が混じりあう可能性もある。その好例は、リケレムが適切に指摘している、
「ドリアン・グレイの肖像」(The Picture of Dorian Gray, 1890)の中で起こるゴシ
ックの唯美主義化と唯美主義のゴシック化だろう(26)。
古典的ゴシック以上に現代のゴシックでは、異分野と融合するという特徴が
強く見られる。現代文化では、ゴシックは恐ろしさと同様、歴史と結び付けら
れることが多く、「クラシック」と混同されることが珍しくない。例えば現代
の家具を考えると、販売の上では、ゴシック家具という呼び方が日本ではかな

－ 37 －

り認知されており、これはしばしば、クラシック家具、ロマンチック家具、姫
系家具とも呼ばれている。
古典的ゴシック、現代ゴシック両方の研究者の多くが、ゴシックは境界線を
越えるものだと定義しているが、この越境越えが、古い時代からあることは、
アンドリュー・スミスが指摘するドラキュラ伯爵のパラドクスによく示されて
いる。スミスは、ドラキュラが男性性を象徴するロール・モデルであると同時
にドラキュラのような人物になることは逸脱者になることを意味すると根本的
な矛盾を見抜いている(37)。
このようにゴシックは他の分野と融合、混同されることが多く、細菌のよう
にしなやかに隙間に入り込み、時代や環境に合わせて変化し、浸透していく。
様々な分野で使いやすいという柔軟性を持つために、ゴシックは、殺そうとし
ても死なないバンパイアのように個人や時代の枠を超える強さを備えている。
「フリッカーブリッジ」が明らかにゴシックを意識していても、単色でその色
に染まっていないのは現代的であり、このジャンル本来の性質を暗示してもい
る。
ゴシックに見られる様々なパラドクスや混乱は、ゴシックが境界を超えるも
のであるという性格から来る。日常から非日常の領域へと踏み込むゴシック的
な人物は、異なる世界を混在させてしまうために世界を不安定にする。現代文
化では、一時的に黒ずくめの服を着て暗い美の雰囲気を楽しむゴス達を社会学
者が実際に調査すると、彼らはたいていごく普通の若者で、状況に合わせて振
る舞いや衣装を変えることは研究者の間ではすでに了解事項となっているが、
それでも彼らは偽ゴスではない。
ゴシックを実践することは生活を黒一色に染め上げて近づきがたい人物にな
ることではなく、ドラキュラ伯爵のように不安定なアイデンティティーを持つ
ことこそ正しいやり方である。そして、この性質のためにゴシックは実に長く
断絶することなく、文化的要素として生きながらえてきたと言える。境界を超
えるものというゴシックの定義をさらに詳しく再定義するなら、ゴシックには
もともと欠けがあり、その部分にその時代の要素が入り込んで異質なものどう
しが結びつくことで、新しいゴシックの形が出来あがると言うこともできるだ
ろう。
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「フリッカーブリッジ」は怖くないゴシックだと分類したが、奇跡的に残る
ゴシックの館が危険に晒されているという解釈は、語り手の思い込みである可
能性が否定できず、何より、古風な人と物に深い愛情を抱くグレンジャーは、
古典的ゴシック小説の常識に反して最後には自由に屋敷を出て自分の都会的生
活へと帰って行く。フリッカーブリッジという屋敷は、脱出不可能なゴシック
の城ではない。しかし、そのせいでこれがゴシック的作品ではないと断定する
ことはできない。古めかしく美的な環境に魅惑されながらも、自分はそこに属
さない現代人だという意識を持ち、そこから立ち去ることもできるグレンジャ
ーは、非常にゴシック的である。彼は、奇跡的に残る古い屋敷と女主人は保護
しなければ消えてしまうと考え、ゴシックの弱い一面を呈示するが、同時にゴ
シックと強く共鳴する彼自身が屋敷から自由に去ることで、柔軟でしたたかに
強いゴシックの一面を暗示もする。
6. 結語
既に見た通り、ゴシックにはいくつかのパラドックスがある。まずは集団向
きでも個人向きでもあることだが、もう一つにはホメオパシーのように、薄め
れば薄めるほど潜在的な力を見せる側面があることだろう。現代のゴスは、な
にかしらゴシック的な商品を愛用するだけで、自分が選んだライフスタイルの
中でゴスになったと見做すことができる。もし伝統的なゴシックスタイルこだ
わらず、自分の好みを強調した個人的な一ひねりを加えるなら、手本からは離
れるものの、ゴシックから離れることにはならない。個人の領域に深く取り入
れられ、ある意味で亜流になるほどに、ゴシックの特性の一つを色濃く表現す
るというパラドクスが生じることになる。
「フリッカーブリッジ」では、グレンジャーは自分が見つけたゴシック風の
館とその女主人が世間の話題となり、古い理想が破壊されてしまうことを恐れ
るが、結局、古典的世界が人目に曝されて消えたのか否かは作品中では語られ
ない。ジェイムズが結末を書かなかったために、ゴシックは強い光には弱いの
と同時に、したたかな生命力があり、群衆に発見されても滅びない可能性があ
ることに加えて、いわばゴシックに開眼したグレンジャーが町に戻ることで新
たなゴシックの種が密かに撒かれたと読むこともできる。古い屋敷を好みなが
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らも、自分はそれを変化させてしまう有害な現代人だと考えるグレンジャーは、
位置づけとしては現代のゴスに近い。
現代ポップ・カルチャーのゴシックを 19 世紀に書かれた「フリッカーブリッ
ジ」と比べると、時代を経てどの要素が選択されて発展したのかを見るだけで
なく、古い時代に書かれた小説の普遍的価値を現代から肯定することにもなる。
古典的作品が書かれた当時、奇抜さは読者の関心を引くためのものだったとし
ても、それが後の時代にも残るなら、人の根本的な傾向や欲求と結びついてい
たことがわかる。特に詩を中心とした 19 世紀の文学を分析したマリオン・タイ
ンは、一般にモダニズムは 1890 年代を拒否したと見做されるが、実際には連続
性があると考え、印象主義に見られる個人の心と外界を結びつけようとする衝
動は、ヴィクトリア朝からモダニズムへの移行において重要だと指摘している
(232)。タインの指摘を汲むと、極めて個人的な趣味の領域と個人の外の現実を
並べて見せ、その関連を考える「フリッカーブリッジ」のような作品は、ヴィ
クトリア朝のものとしては異端的だが、現代に繋がる文学の大きな流れには乗
ったものであったと見ることができる。
現代のゴシックは、大部分の人が好むには至らなくても、半数以上の人は拒
否しないと見込めるものであり、時代の大きな傾向に合っているという一面が
ある。現代文化では、かつての異端は形を変えつつあるだろう。特に情報発信
の方法の変化により、極めて個人的な趣味は、特殊性や危険性を剥ぎ取られる
傾向にある。個人の特殊な関心事をネット上で発信するのはもはや奇妙ではな
く、一般的な行動である。また、その行動は、害のない特殊性のために多くの
人々の関心を集める可能性もある。ゴシックの現代文化への浸透は、このよう
な現代文化の変化とつながっている部分があるだろう。完全に毒を失うわけで
はなく、象徴的な危険性を孕むことで、ゴシックは大多数と少数の間に存在し
続けることが可能になる。
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環境教育・ESD 教育の現状と大学での導入方策
佐野 和美
1. はじめに
昨今、環境問題に対する意識の高まりから「環境教育」という言葉を盛んに
耳にするようになった。学校教育の場にも積極的に取り入れられているが、実
際にはどのような内容を教えているのだろうか。環境教育に限らず、教育現場
の問題として、詰め込み型教育が主体で、ディベイト型の自ら考え議論する教
育が不十分という指摘は以前よりある。環境教育を包括する形で推進されてい
る「ESD 教育」においては、特に、自ら学ぶ姿勢や、ディベイト型の学習スタ
イルを取り入れることに重きが置かれている。しかし、テーマにもよるが、環
境研究は日々進歩しており、最新の知見が、過去の知識を完全に覆してしまう
場合もある。にもかかわらず、小学校・中学校・高等学校の学校現場で教育に
携わっている教師の多くは、環境学の専門家ではないため、最新の情報への更
新が滞り、長年扱ってきた古い情報を教え続けるということが起こりうる。そ
れを補完するために、地域の NPO や NGO、大学と連携することで、幅広い学
びを進めようとする動きが全国で見られる。これらの取り組みには、環境省だ
けではなく文部科学省も深く関わり、環境教育プログラムに取り組む学校をユ
ネスコスクールとして認定するなどの支援をしている注 1]。
ディベイト型授業の推奨は大学教育にも求められている。従来型の、板書や
スライド等での一方的な講義形式の授業ではなく、対話型の授業、グループデ
ィスカッション、アクティブラーニングを積極的に推進する傾向にある。大学
は本来、学生自身が自発的に学習を進めていく場ではあるが、日本では特に、
長年の受験勉強のゴールと位置付けられることが多く、新たな学びへの意欲を
先につなげる努力が、教員の側にも求められている。
本稿では、筆者が前職の国立環境研究所で行った日本国内の環境・ESD 教育
の状況等の調査研究で得た知見の一部を参考に、自発的な学習を促す方策とし
て、大学での環境・ESD 教育導入への課題を考察する注 2]。
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2. ESD とは
ESD とは、Education for Sustainable Development（持続可能な開発のための教
育）の略で、国連が主導し世界的に展開している教育である 1)2)。
「Development」
の和訳を「発展」とするか「開発」とするかは、1980 年頃から 92 年の地球サ
ミット開催時期に日本国内で議論されたが、現在は統一的な訳として、外務省
や開発省が推した「開発」が主流となっている。一方、ユネスコ国内委員会は
「発展」の訳語を使用しており、両者間での統一は取られていない。また、SD
の考え方は Sustainable Growth などさまざまあり、
「持続可能な発達」と訳され
る場合もあるようである。
ESD が提唱されるようになった背景については、既存の論文や書籍などで紹
介されているため詳細は割愛する 3)4)5)。60～80 年代にかけて起きたジェンダー
問題等の社会問題、90 年代から大きくなっている地球環境を巡る議論、貧困、
紛争、平和問題など、社会の持続可能性を求める動きが世界全体に拡大してい
る。そのため、各国が個別課題に対応しているだけでは全体的な問題の解決に
至らないとして、包括的な「持続可能性は開発のための教育」の導入に繋がっ
てきた経緯がある。そのため、ESD の考え方としては、共通軸として SD の概
念があり、
「目指すものは持続可能な社会であり、人権、福祉、環境を並列で見
るのではなく、構造的に見ることである」というのが基本にある。
なお、ここでいう「持続可能な社会」とは、社会・文化・福祉を維持するた
めに経済があり、全てを支えるものとして自然環境（循環・生物多様性）が存
在すると定義した社会である。すなわち、根底にある「自然環境」が SD のベ
ースとなる。課題対応の切り口は個別テーマ（人権、貧困など）であっても、
共通して存在するのは SD の概念であるというのが、ESD を理解するうえで重
要なキーワードとなる。
また、環境省のウェブサイトでは、ESD とは、「現代社会における地球規模
の課題（環境・貧困・人権・平和・開発 等）を自らの問題として捉え、身近な
ところから行動をおこす力を身につける（think globally, act locally）ことにより、
それらの課題の解決につながる新たな価値観や行動を生み出すこと、持続可能
な社会を創造していくことを目指す学習や活動のこと」と定義されている 1)。
そもそも ESD 教育は、環境教育とイコールではなく、環境教育は ESD のテ
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ーマの一つとして含まれるに過ぎない。しかし、日本では、基本的に単一民族
の国家であり、人権や人種問題などよりも、環境問題の方が身近なテーマであ
るため、子供たちが「自分事として取り扱いやすい」という判断から、環境教
育が主要テーマとして扱われている。これにより、ESD といえば環境教育を指
すような誤解を市民に与えている印象もあるが、大学などの高等教育機関を通
じて、ESD 教育の文脈での国際化教育、開発教育、市民教育と結びつけた取り
組みも行われている 6)。
日本は、ESD 教育の必要性、世界展開を提言し主導的な役割を果たしてきた。
そのため、日本の ESD 普及への取り組みは、環境省だけでなく、文部科学省、
外務省などさまざまな省庁が連携して展開されている。日本以外では、オース
トラリア、カナダ、アメリカ、ドイツ、イギリス、フィンランド等で、ESD の
取り組みが進んでいる 7)。
さらに、2005 年から始まった ESD は、2014 年に 10 年目の節目の年を迎えた。
2014 年 9 月に、名古屋で、ESD の 10 年を総括し、次への展開を考える国際会
議が開かれ、2016 年からの次の 10 年も継続して行われることが決定した 8)9)。
各国でどの分野にフォーカスするかが任されるのは今まで通りだが、防災教育
に連携して取り組むという認識がなされていたのが興味深い。また、「誰も取
り残さない」というスローガンを掲げた国連の「持続可能な開発目標（以下
SDGs）」と連携し、国際的な取り組みとして ESD を推進していくことが決め
られた。それに合わせ、日本では、レジリエンスをキーワードの一つに加えて
いる。レジリエンスは、「回復力」や「しなやかな強さ」を表す言葉で、東日
本大震災からの復興などの経験を踏まえ、防災教育とともに取り組むべきテー
マと位置づけられている。
3. 小学校、中学校、高等学校での ESD 教育の学び
大学での取り組みの話を始める前に、まずは、その前段階として、高等学校
までの教育について少し述べておく。環境教育が各教科のカリキュラムにどの
ように取り入れられているのかは、環境省環境教育推進室がウェブサイトに公
開している「授業に活かす環境教育：ひとめでわかる学年別・教科別ガイド」
に詳しくまとめられている

10)

。このサイトに「学年別・教科別ガイド」として
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ビジュアル化された対応表が提供されている。これは、環境省と文部科学省が
共同で整理したもので、環境分野の領域がどの学年のどの教科で教えられてい
るのかがわかりやすくまとめられている。
「健康」
「社会参画」
「国際理解」が赤、
「3R」
「公害・化学物質」が青、
「消費生活・衣食住」
「産業」
「資源・エネルギ
ー」「地球温暖化の起こる仕組みと影響」がオレンジ、そして「生命」
「自然へ
の愛着」「生態系・生物多様性」「水・大気・土」が緑色と色分けされて示され
ている。特に、緑の分野の「自然への愛着」の項目と、赤の分野の「国際理解」
の項目が充実している。
また、中心円に近いところから、小学校低学年、小学校中学年、小学校高学
年、中学校となっているが、青の分野「３R」「公害・化学物質」に関しては、
中学校で多少充実してくるものの、
小学校低学年では全く教えられていない 11)。
特に「公害・化学物質」の分野は、リスク教育にも関連する分野だが、小学校
高学年になって初めて社会科科目メインで登場する注 3]。
ESD をカリキュラムに組み込むための議論をしてきた国立教育政策研究所
では、
「学校における持続可能な発展のための教育（ESD）に関する研究」の最
終報告書を発行している 12)。報告書とは別に、報告書の概要をパンフレットに
もまとめており、教育現場で使いやすいものとなっている。この中で、ESD を
通して育む能力・態度は、次の 7 つとされている注 4]。
「ESD で重視する 7 つの能力・態度」
①

批判的に考える力

②

未来像を予測して計画を立てる力

③

多面的・総合的に考える力

④

コミュニケーションを行う力

⑤

他者と協力する力

⑥

つながりを尊重する力

⑦

進んで参加する態度

授業の作成者がどのような意図で教育プログラムを設計するのかにもよ
るが、上記の 7 つの力のうち、特に ESD 特有なのは①、②、⑥である。
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国立教育政策研究所の五島政一研究官によると、「環境教育」は教科化され
ていないため学習指導要領に「ESD」という言葉自体は入っていないが、各教
科には「持続可能な社会の構築」という概念が盛り込まれているため、実質的
には既に ESD の概念もここに含まれているとのことである注 5]。しかしながら、
「持続可能な社会の構築」の具体的なイメージは示されておらず、
「各教科でで
きる範囲で『持続可能な社会の構築』に取り組むこと」と、曖昧な形でまとめ
られている。これは、文部科学省の、どのような社会を構築すべきかは、教育
を受けた各自が作るべきものだと考えに依存しているからだそうだ注 5]。
環境教育の「教科化」については環境教育を実践・研究する研究者の間でも、
さまざまな試案がされているものの、賛否両論、意見が分かれている 12)13)。教
科化に反対する意見の中の大きなものとしては、教科書等によって厳密に指定
されてしまうと、そのカリキュラムで縛られた範囲から逸脱することが難しく
自由度が無くなってしまうというものがある。特に環境教育は、地域独自の環
境を対象として学ぶ要素も多い。ESD の理念のひとつでもある、「地域や他者
とのつながりを学ぶ」意味でも、地域に根差した教育が求められる。教科化に
よる画一化は、この要素を阻害する恐れがあるため慎重になるべきだというの
が大方の意見のようだ。また、教科化されると、これまで環境教育に携わって
きた人たちが、教科担当者に全てを一任するという事態になる可能性も指摘さ
れている 14)。
また、教科書では、日々変化する環境問題や、最新の情報を反映しにくく、
古い情報、そして時には既に間違っていると判明した情報を使い続ける恐れも
あり、情報の更新性が低下する問題がある。
一方で、教科書化されていないことのデメリットもある。正規の教科となっ
ていないため、ESD 教育をどの程度行うかは、実質的には、「総合的な学習の
時間」の中で、各学校の、各教員の裁量に任されている。教員の能力、興味関
心によって温度差が出ることは否めない。学校長が主導的な立場をとって導入
している学校もあるが、それほど事例は多くないようだ注 5]。
さらに、市町村の首長が主導的な役割をとって ESD を推進している地域もあ
る。このような、首長がトップダウン方式で ESD の取り組みを宣言した地域と
しては、滋賀県、愛知県、大牟田市、多摩市、気仙沼市、岡山市等が挙げられ
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る。これらの地域ではユネスコスクールとして認定される学校も多く、ESD を
通して育む７つの能力・態度のフレームワークに従って、教育委員会主導で取
り組んでいる注 1]。
このように、ESD 教育は、各教科に少しずつ分散しながらも、多くは総合的
な学習の時間を活用して行われている現状だが、基礎学力の低下がみられると
いうことで、新学習指導要領では、
「総合的な学習の時間」の削減が検討されて
いる。いわば、ゆとり教育からの脱却である。しかし、総合的な学習の時間が
無くなってしまえば、学力向上や受験対策のみを重視する昔の教育に逆戻りし
てしまう。五島研究官は、
「世界的に見ても、このような学習時間を設定してい
る国は少なく、日本の取り組みが注視されている」と、総合的な学習の時間の
削減を憂慮している注 5]。
環境教育・ESD 教育においては、学校教育（フォーマル教育）だけではなく、
インフォーマル教育、ノンフォーマルと教育との協働による教育効果も期待さ
れている（図 1）
。

図 1. 環境教育をになう担い手
例えば、ノンフォーマル教育として、地域の博物館を利用した学習にも期待
が寄せられている。残念なことに、博物館を利用した学習は、ほとんど小学校
まででしか行われていないが、地域の博物館には、地域の環境、歴史、文化な
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どの情報が網羅的に集められており、専門家である学芸員もいる。環境教育も
そうであるが、ESD の概念を取り入れようとした場合、地域を学ぶことは、社
会参画を学ぶ意味でも重要になる。そのため、先に述べたように「ESD の教科
書」のような全国で画一的な授業・プログラムを行うのではなく、地域それぞ
れの状況に応じた教育内容が必要となるが、このような博物館等と連携して地
域ごとの副読本が作成されることで、興味の対象が自分事となり、自発的に学
ぶ学びにも繋がる。
また、大学が、ノンフォーマル教育の一翼を担い、地域の小・中・高と連携
していくことも考えられる。これについては後述する。
4. 評価の難しさ
国立教育政策研究所の ESD 報告書では、授業を受けた子供のアクションがど
う変わったかによって効果を評価する点についても言及されている 12)。しかし、
ESD が滋養すると考えられている能力は、短期的な変化だけで評価できるもの
ではない。また、テストやレポートの点数で評価できるような単純なものでは
なく、その評価の仕方が難しい。活動全体のポートフォリオを残し、7 つの態
度・能力をどの程度身に着けることができたかを評価する手法等が考えられる
が、有効性については未知数で、適切な評価モデルを作るのは難しい。また、
ESD カリキュラム自体の評価も難しい。子供の意識や行動をどの程度変えるこ
とができたかだけではなく、学校システムや地域社会をどの程度巻き込んだか
といった視点の評価も求められるが、まだ良い方法は見つかっていない。
一般的に環境教育の分野では、個人の発達段階に応じて 3 つのフェーズがあ
る。環境の中で環境に親しむ心を育む「IN the environment」
（幼児期～小学校中
学年）
、環境に関する知識を身に着ける「ABOUT the environment」
（小学校高学
年～高等学校）
、環境のために自ら行動・態度を変容させる「FOR the environment」
（大学～）である。このうち、特に環境の知識を身に着ける過程（ABOUT）は、
学校におけるフォーマル教育の果たす役割が大きいとされている 15)。
しかし、IN、ABOUT、FOR の考え方は、あくまでも個人の能力向上過程に
着目したものである。地域の環境問題に市民として関わり、解決するような力
（FOR）を身に着けるためには、個人のみでなく周囲と繋がって活動すること
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（例：社会対話、社会参加、熟議等）を通じて組織能力、市民能力の底上げを
図る取り組みが必要である。ESD の概念では、責任性、協調性、公平性として
整理されている部分である。しかしながら、日本の環境教育はこれまで「ABOUT」
が中心であった。
「IN」、
「FOR」の視点が入ったのはごく最近である。それゆえ
に、
「IN」、
「FOR」に相当する部分の教育が不足しており、その分野の強化が求
められており、ESD の概念は、この部分を補完すると期待されている。
5. 大学の場合
では、大学での取り組みはどうであろうか。先の分類に従うと、大学は「FOR」
を学ぶ場である。
知識や体験を通じて、それを行動変容にどう結びつけるかが、
大学教育に期待されている。本稿では、環境教育・ESD 教育に限って論じてい
るが、将来にわたっての人格形成、行動規範を学ぶ場としての大学の役割の重
要性については昨今のリベラルアーツ教育への関心の高まりからも伺える。
次に、教育現場での実態調査として行った、大学での ESD 教育の取り組みを
いくつか紹介する。
5.1 北海道大学の取り組み
まず初めに、北海道大学が 2011 年から実施している【ESD キャンパスアジ
アプログラム】の事例を紹介する。
北海道大学では、あえて、環境教育や環境学を直接的に扱う学部ではなく、
それ以外の学部（教育学部）が主体となって、環境に限らず、広く ESD の視点
を元に教育に取り入れている 16)17)。
このプログラムは、以前から複数の大学共同で行われていた「キャンパスア
ジア」という日中韓の大学の国際交流に、ESD の視点を組み込んだものである。
ESD がメインというよりも国際交流、異文化理解、多様性強化に重点が置かれ
ている印象であるが、国際理解が進むと、各国の抱える環境問題などをより具
体的に知ることができるというのがコンセプトである。このプログラムに参加
する学生は、教育学部の学生で、3 年生か 4 年生の時に中国、韓国、台湾、タ
イの各大学へ 8 日間程度留学し、
現地で 8～9 コマ程度の講義＆体験実習を受け
る（交換留学なので、各国から日本に来る学生もいる）。興味のある学生は 1
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年生からプログラムに参加し、基礎的な英語力や SD に関する講義（農学、開
発学などの持続可能な開発に関わる科目）を受講して準備をしている。
「キャンパスアジアプログラム」では、年に一度、この交換留学プログラム
の成果報告会を兼ねてシンポジウムが開催されている。次項から、筆者がヒア
リングに訪問した 2014 年度の「ESD 国際シンポジウム: 国際協同教育の開発
―ESD キャンパスアジアの挑戦」から、ソウル大学、北京師範大学で行われて
いる ESD 教育の具体的事例を紹介する注 6]。
5.2 ソウル大学（韓国）の取り組み注 6]
Johannes Tschapka 博士から、ソウル大学で行われている「シナリオテクニッ
ク」という手法を取り入れた授業が紹介された。これは、2043 年の未来がどう
なっているのかを仮想し、班ごとに仮のシナリオを作成し、それを発表すると
いうものである。もともと、気候変動の予測に使っていた手法で、地球規模で
の温暖化に対する問題のような大きなテーマの方が想像しやすいようである
18)19)20)

。

シナリオを作成するためには、5 つのステップがある。
1）キーとなる単語を複数出していく。
2）その中から 3 つの重要なキーワードを抽出する。
3）3 つのキーワードをつないで枠組みを作る（シナリオを 5 つ作る）
。
4）その特定のシナリオに則り、2043 年のその社会に生きている人になり
きって、
『いま』がどうなっているのかを語り、聴衆からの質問も受ける。
5）シナリオの中の矛盾点などを議論し評価を行うとともに、そこに至るこ
とになった問題について議論する。

シナリオテクニックを使うことで、問題を自分の問題としてイメージしやす
くなると同時に、より具体的に考えられるようになる。この手法は、一般向け
にも展開しやすく、子供に対しては、キーとなる単語を事前に主催者側がいく
つか用意しておくことで対応可能とのことだった。自分事に置き換えて考えや
すいテーマの方が適応しやすいため、防災教育には向いているのではないかと
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考えられている。
5.3 北京師範大学（中国）の取り組み注 6]
北京師範大学の Qing Tian 博士は、地元の小中学校と連携した教育活動につ
いて紹介した。その中で、1 つの事例として、蘭州市の 40 の小中高の学校をラ
ンダムに選び、環境教育を行うことで、生徒と先生の awareness, knowledge,
attitude, behavior／action willingness が どのように変化するのかを調べた成果を
発表されていたので簡単に紹介する。まず、提示された用語だが、



awareness（気づきを得る）



knowledge（知識を得る）



attitude（姿勢や向き合い方を変える。ただし、心の中で思っているだけ）



behavior／action willingness（態度・行動を意欲的に変える。実際に行動
に移す）

という意味で使われていた。
調査によると、地元の小中高の子供たちが環境に関する知識を得ているのは、
学校での授業等よりも、テレビ、インターネットなど外部メディア、いわゆる
ノンフォーマルセクターからの割合の方が大きかったようである。また、知識
を与えるだけでは、子供の態度や行動を変えることはできなかったとのことだ。
一方、大人に対しては、知識を与えることで、態度をある程度変えることが
できるそうで、大人に対しては、一方向性の情報提供でも影響を与えられる可
能性が示唆されていた。この結果から、同じ「情報提供」でも、子供と大人で
は手法を変える必要があり、特に子供では、与えられた情報を自分事として考
えられるかどうかが、
行動変容につなげる重要なポイントであることがわかる。
教育現場では、
「Critical thinking の習慣を身につけさせる」ことの必要性が言わ
れているが、中国でも同じような状況にあることがわかり興味深い。
このような中で、Qing 博士は、学校教育は重要であり、一方的に知識を与え
るだけの学習ではなく、相互に議論するなどの「考える教育」にしていくべき
と主張した。また、教育のモデルとして、次の 3 つのパターンを提示した。
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① 教師から生徒への一方向性の情報知識提供
② 先生がファシリテーターを務めて、生徒への情報提供、生徒からのフィ
ードバック両方を受け持つ
③ 先生と生徒、それを支えるためその中間にコミュニケーターを置いて共
同して解決していく方法
①の方法では、knowledge は身につき、表向きの awareness は変えることがで
きるかもしれない。しかし、ability や skill は伸びない。②の方法では ability や
skill への変化も期待できる。しかし、action に結び付かない。③の方法をとる
ことで、社会の中で具体的な action を学ぶことができると考えているとのこと
であった。
具体的には、子供に対する情報提供が行動変容に結び付かない原因として、
子供は社会経験が少ないので、実際に「行動するとはどういうことか」を知る
機会自体が少ない点を可能性として挙げていた。大人ならば、ビジネスの場な
ど、社会（世界）と広くかかわる経験もあり、自分の行動がどう社会に影響す
るかを考えることが容易である。だから、子供には、知識、情報だけではなく
て、どのような行動がどのように状況を変えるのか、そのプロセスそのものを
教える必要があると考えているとのことだった。
5.4 北九州市立大学の取り組み注 7]
大学と地域が連携し、学生が自主的に学びを行い地域創生の一翼を担う取り
組みとしては、北九州市立大学での事例が参考になる 21)。北九州市立大学では、
地域から寄せられる課題解決に向けた活動参加のニーズと参加したい学生をマ
ッチングする組織として、
「地域共生教育センター（通称 421La.）」を設立して
いる。また、商店街にサテライトオフィスともいえる「まちなか ESD センター」
を構え、イベントなどで地域の人が気楽に訪問できる場を設けているのも特徴
的である。421La.を通じて、キャリアデザインなど、授業との連携が盛んに行
われ、特に、地域創生学群の学生達はボランティア活動に参加することで単位
が認定されるなど、全学体制で支援をしている。2014 年度だけでも、約 700 人
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の学生が参加したそうである（全学生数 6,000 人）。また、地域の他の大学とも
連携し、専攻分野の違う学生が共同して取り組むイベントもあるとのことだ。
地域に根ざした地方大学の取り組みとして、参考になる事例である。
また、北九州地域全体をキャンパスとする「オフキャンパス教育」や地域で
の実践型教育を継承し深化させた「オンコミュニティ教育」としてのさらなる
展開を図っているとのことであった。
5.5 帝京大学の取り組み注 8]
前章までに、いくつか他大学での取り組みについて紹介したが、私たち帝京
大学でも、環境教育に特化したものではないが、科学教育の一環として「とち
ぎサイエンスらいおんプロジェクト」を 2012 年から行なっている。地域の博物
館、科学館等と連携することで教育効果は高まるが、特に、交付金などの運営
予算が削減された後の連携の維持が肝心となる点についての状況は同じである。
サイエンスらいおんプロジェクトは、大学内や地域の協力もあり、現在も継続
しているが、他大学学生との授業やイベント等を通じての交流については、検
討課題となっている。
6. 課題
6.1 大学以外の領域を巻き込む難しさ
これまで紹介した日本、韓国、中国のいずれの大学においても、大学が主導
で環境教育を一過性に特定の地元に広めることはできても、それを継続してい
くことや他の地域に波及させていくことの難しさについて言及している。人的
リソースの不足から、結局、運営や実施を NGO のような外部の組織に委譲し
て維持していってもらう方向にシフトするが、予算が尽きれば終わりという状
況になりがちである。筆者が参加・聴講した「第 3 回アジア環境人材研究交流
大会」では、全国各地の大学の、ESD 教育への取り組みが紹介されていた

22)

。

「研究」を主体とする機関の研究者が教育にどうかかわっていくかについては、
主導的な役割を担うのではなく、NGO や地元の教育現場（小中高）の自発的な
活動をサポートする立場に徹するのが良いようであるが、各大学とも方策を模
索しているようであった。
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6.2 ESD 教育を取り入れたアクティブラーニングへの可能性
最後に、環境教育・ESD 教育をアクティブラーニングに活用する可能性につ
いて検討する。
アクティブラーニングは、学生に自発的な学習を促すものであり、各大学と
も盛んに導入が行われている。しかし、必ずしも全ての科目が、アクティブラ
ーニングに適しているとは限らない。また、
「自主的に学習する」という点にお
いては、体験型の学習が望まれることも多く、座学や図書館等での情報収集で
は不十分なこともある。さらに、大学の教養課程においては、専攻学科の異な
る学生たちの集団で個々の興味を維持しながら共通して取り組めるテーマを見
つけるのは簡単ではない。
しかしながら、これまで述べてきたように、狭義の環境教育を内包した ESD
教育は、学生自身が主体的に学ぶアクティブラーニングと非常に親和性が高い
と考えられる。自然環境に関わることだけでなく、人権、防災など扱う分野も
幅広いため、専攻分野が異なる学生に対しても、多様なテーマを提供しうる。
学生自身が、自らの興味に近い分野の中から、学習テーマを見つけることも可
能になるのではないかと推測される。
イギリスでは、SD 教育に積極的に取り組み、SD、ESD に関わる教育プログ
ラムを履修した学生は、就職に有利になる等のアドバンテージが与えられてい
るようである注 9]。欧米各国は、もともとディベイト形式を幼児教育から積極的
に取り入れていることもあるが、自発的に問いを立ててその問いの解決に向け
た方策を探るという学習スタイルは、社会に出た際に有益であるとみなされて
いる。また、環境問題が地球規模の問題であることや、発展途上国の支援など
において、
持続可能性が重要視されている流れにも合致しており、企業の側も、
人材育成の一環として尊重しているようである。
また、英国環境教育学会の会長を務めた、バース大学の Scott 博士は、環境
教育、もしくは、国際理解、開発教育、市民教育などを含めた ESD 教育は、学
齢期の若者に対する学習というだけでなく、生涯にわたって行われるべきもの
であると述べる注 10]。彼らは、環境学習への興味を 9 つに分類し、それぞれに
対する学習の焦点や内容を一覧表にまとめている（表 1）23)。この表を見ると、
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各年代や対象者の興味に応じて、学習テーマを決めることが可能だと推察され
る。英国では、各大学が WWF のような NGO 組織とも積極的に連携し、イン
ターンシップも含めた SD 教育に取り組んでいるとのことである 24)。
7. おわりに
本稿では、わが国での環境・ESD 教育の実態について、文献調査やヒアリン
グなどを通じて得た知見を参考に紹介してきた。
環境教育というと、どうしても小学校、中学校での学習のように思われそう
だが、テーマの選び方、取り組み方の工夫によっては、十分に大学教育にふさ
わしいものとなり得る。さらには、市民教育、人権教育、防災教育などの ESD
の視点で捉えれば、自分の専攻分野に近いテーマでの学習も可能となる。
また、これから大学に入学してくる学生達においては、高校までの間に、す
でに ESD に関する何らかの取り組み、自発的な学習に参加した経験があると予
想される。彼らの興味関心を引き出しつつ、大学に相応しいより高度な学びへ
と誘導する取り組みが、アクティブラーニングの手法を活用することで実現す
ることが期待される。学生達の教育、研究、そしてキャリア形成を担う大学と
して、より良い学びの場を提供することが求められているが、そのための方策
として、産業界との連携、インターシップのより一層の活用なども視野に入れ
ていく必要があるのではないかと考える。
しかしながら、先に述べた通り、自発的な学びによる学習効果を評価する手
法は難しい。ESD 教育の観点から見ても、学びが行動変容につながったか否か、
そしてそれが、今後できるだけ長く維持されるかどうかを長期的に評価してい
かなくてはならない。しかし、卒業後の長期的な追跡評価は難しく、個人情報
保護の観点からも課題が多いため、取り組みが遅れている。環境・ESD 分野に
基づくアクティブラーニングの展開については、各大学での事例が積み上がっ
てきており、評価手法についての検討もさらに進んでいくものと期待される。
本学でも、より一層のアクティブラーニングの活用が求められているが、授
業科目、テーマ、内容についての最適化、評価手法の確立などの課題に取り組
んでいく必要があるだろう。
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本文注釈
注 1]

ユネスコスクールの詳細は、
「日本／ユネスコパートナーシップ事業」
（文部科学省

委託）のウェブサイトに掲載されている。
http://www.unesco-school.mext.go.jp/esd/esd.aspnet/
注 2]

国立研究開発法人国立環境研究所資源循環廃棄物研究センターの若手研究として行

われた「環境・リスク教育に関する研究展開に向けた学校教育の実態調査」
（2013～2014 年）、
「ノンフォーマル／インフォーマルの役割分析を通じた環境研究分野と環境・リスク教育分
野との連携方策の検討」（2014〜2015 年）の調査研究として行ったヒアリング調査の成果に
基づく。
注 3]

資源循環や廃棄物処理分野は「社会科」の科目として扱われており、1960 年代に社

会問題化した公害問題に対応する形で登場した。続く 1970 年代にはゴミ問題が、1980 年代
の後半になると、リサイクルなど資源循環に関する内容が増える。2005 年に ESD の 10 年が
スタートしてからは、ゴミやリサイクルといった物質主体の問題だけでなく、ゴミだしのマ
ナーやフリーマーケットの意義など、リサイクルやゴミ削減に向けた意識の変化を促すよう
な内容も組み込まれるようになった。
注 4]

この「ESD で重視する 7 つの能力・態度」というフレームワークは、環境分野に限

った教育要素ではないため、国内外のさまざまな機関で利用され始めている。例えば外務省
では、JICA のプロジェクト（教職員を途上国に派遣し、そこで国際支援に従事する人と交
流させたうえで、関連する授業プログラムを作成させるというもの。ブータンには 8～9 名、
エルサルバドルには 13～14 名の教師が派遣されている）でも活用しているとのことである。
注 5] 注 2 で述べた調査研究において行った、五島政一研究官へのインタビュー内容に基づ
く。なお、このヒアリングは、研究メンバーの小島英子氏、須田真依子氏、森朋子氏、村山
麻衣氏に協力してもらった。
注 6]

注 2 で述べた調査研究において行った、2014 年の「ESD キャンパスアジアプログラ

ム」の報告会の内容及び、講演者の Johannes Tschapka 博士（ソウル大学）
、Qing Tian 博士（北
京師範大学）へのヒアリング内容に基づく。
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注 7]

注 2 で述べた調査研究において行った、北九州市立大学地域共生教育センターへの

ヒアリング調査結果に基づく。なお、このヒアリングは、研究メンバーの須田真依子氏、森
朋子氏に協力してもらった。
注 8]

「とちぎサイエンスらいおんプロジェクト」は、JST の予算を受け、帝京大学宇都

宮キャンパスが中心となり、栃木県総合教育センターを含む 15 の団体と連携しながら行っ
ているプロジェクトである。栃木県域に科学技術コミュニケーションネットワークを構築し、
県民の科学技術に対する理解・興味の促進、科学技術リテラシーの向上のための活動に取り
組んでいる。(http://www.tochigi-lion.net)
注 9]

注 2 で述べた調査研究において実施した英国調査にて、
CHES(The Committee of Heads

of Environmental Sciences)へのヒアリング調査を行い、その際に、The Manchester Metropolitan
University の Philip Wheater 博士にインタビューした内容に基づく。なお、このヒアリングは、
研究メンバーの森朋子氏に協力してもらった。
注 10]

注 2 で述べた調査研究において実施した英国調査にて、University of Bath の William

Scott 博士、Stephen Gough 博士へのインタビュー内容に基づく。同じく、森朋子氏に協力し
てもらった。
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大正新教育におけるゲーリー・プラン情報の普及
——雑誌記事・書籍の分析を通して——

塚原 健太
角谷 亮太郎
1. はじめに
1. 1 問題関心と研究目的
大正期から昭和初期にかけての日本で広がった大正新教育（大正自由教育）
は、大正デモクラシーに象徴される市民の権利意識の高まりを背景に、国家主
義的な教育体制の確立によって生じていた学校教育の形式化・形骸化への批判
に端を発し、ヨーロッパやアメリカの教授理論や実践の紹介と受容を伴って展
開した。当時の教育実践改革には、欧米の多様な学校改革や教授理論を研究す
ることによって、自身の実践改革のモデルや基盤としていた事例が多く看取さ
れる。したがって、多様な実践改革の特質解明を積み重ねることによって、大
正新教育の全体像を明らかにするためには、それを国際的な新教育運動との関
連で理解していくことが不可欠である。そこで本稿では、以上のような問題関
心に基づき大正新教育を理解するための基礎研究として、アメリカ進歩主義教
育運動における代表的な教育改革であるゲーリー・プランの日本への影響に注
目したい。
ゲーリー・プランは、アメリカのインディアナ州ゲーリー市において教育長
のウィリアム・アルバート・ワート（Wirt, William Albert, 1874-1938）によって
創案された公立学校改革の計画であり、初期進歩主義教育運動における教育改
革の典型として評価されている

1)

。当時のアメリカでは都市を中心に、急速な

産業発達とそれに伴う社会構造の変化によって、地域社会や家族によって醸成
されていた伝統的な価値観に代わって、物質主義、政治的民主主義、金融資本
主義などの論理が横行していた。このような混乱した社会状況にあって、人間
性や真の民主主義を教育から回復しようと、民衆や教育関係者の情熱によって
展開されたのが初期進歩主義教育である。一方、工業都市の爆発的な人口増加
は、急増した子どもたちを限られた施設によって教育しなければならないとい
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う現実的な問題も生じさせた。ゲーリー・プランは、これら初期進歩主義教育
が抱えていた理念上と現実上の両面の課題に対応したものであった。こうした
事情から、同プランは、1929 年に 41 州 202 の都市において 1,068 校に採用さ
れ、全く影響を受けなかった地方はほとんどなかったとまでいわれている 2)。
このように、ゲーリー・プランがアメリカにおいて広く普及したことは指摘
されてきたものの、同時期の日本においても早くから注目されていたことはあ
まり知られていない。実際に吉田熊次や長田新といった教育学者や、河野清丸、
北澤種一といった実践研究の主導者など、著名な教育家が同プランの紹介に努
めていたことから、その情報が重視されていたことは明らかであるが、日本へ
の影響の実態に関しては、ほとんど解明されていないのである。先行研究は、
同プランが 1916（大正 5）、1917（大正 6）年頃には注目され始めていたこと、
そして日本の実践改革にほとんど影響を与えなかったことを指摘している

3)

。

しかし、これらの知見は、同プランを紹介したわずかな刊本や雑誌記事の検討
によって得られたものであり、そもそも日本においてゲーリー・プランに関す
る情報がどの程度普及し、それらの情報がどのような文脈で理解されていたの
かは明らかにされていない。同プランが日本の教育改革に与えた影響を実証的
に解明するためには、まず日本の教育界全体がどのような関心を示したかを明
らかにすることが必要であろう。
そこで、本稿では、近代日本におけるゲーリー・プランの受容実態に迫るた
めの基礎作業として、同プランに関する情報が日本にどのように普及し、どの
ように受け止められていたのかを明らかにしたい。そのために戦前におけるゲ
ーリー・プランに関する教育雑誌記事および書籍の調査に基づき、第一に、紹
介の嚆矢を検討することで、導入初期において同プランのどのような側面が注
目されていたのかを明らかにする。第二に、記事数の推移、書籍の公刊状況、
そして執筆者の変化からゲーリー・プラン情報の普及状況を概観する。第三に、
記事および書籍の内容分析によって、日本の教育界の関心の動向や、情報の普
及実態の特徴について考察したい。
以上のような課題の遂行は、単にゲーリー・プラン受容の実態解明に資する
のみならず、大正新教育期の教育界によってアメリカの初期進歩主義教育がど
のように把握されていたのかを明らかにする上で、示唆を与えると考えられる。
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そこで、続いてゲーリー・プランのアメリカ教育史上の位置づけについて整理
しておきたい。
1. 2 ゲーリー・プランの概要とアメリカ教育史上の位置づけ
インディアナ州のゲーリー市は、1905 年に米国製鉄会社（United States Steel
Corporation）が、ミシガン湖のほとりに製鉄工場の建設を決定したことを契機
として急速に発展した工業都市である。同市の人口は製鉄工場の労働者を中心
に急激に増加し、1910 年には約 17,000 人、1916 年には約 50,000 人、1930 年に
は約 100,000 人にも上ったのである。1910 年当時の人口構成は、本人・両親と
もに国内生まれの白人は 27％とわずかであり、残りの 73%がヨーロッパを中心
とした移民やその二世が占めていた。したがって、同市は、社会的地位が低い
層の人口の増大、多様な民族や言語の混在という状況にあり、そうした市民を
いかにアメリカ化するかという、
工業都市特有の問題を抱えていたのであった 4)。
そうした課題に取り組む上で学校教育が重要になると考えられるが、当時の同
市には学校がなく、子どもたちは隣接する小さな町の学校に通っていた。そこ
では、多様な子どもたちを大量に収容して教育しなければならず、一人の教師
が 67 人もの子どもたちを一度に教えていたという。このような状況の中で、教
育改革を期待され、ワートは、1907 年に同市の教育長として招聘されたのであ
る 5)。
ワートは、1874 年 1 月 21 日にインディアナ州マークルに生まれ、1894 年に
デポー大学（DePauw University）を卒業した。1893 年からは同州レッキーのハ
イ・スクールの校長、1895 年にはレッキー市の教育長を歴任している。1898 年
には M. A.（Political Science）を取得し、1899 年には同州ブラフトンの教育長に
就任しているが

6)

、そこでの取り組みの中でゲーリー・プランの着想を得たと

7)

いわれている 。その後、8 年間にわたるブラフトン教育長時代を経て、1907 年
にゲーリー市の教育長に着任し、同市公立学校の改革を主導していくことにな
る。ワートは、着任当初、自身の改革案（ゲーリー・プラン）を「仕事・学習
・遊びの学校組織（Work-Study-Play School Organization）」と呼称していたが、
一般には「ゲーリー・システム」や「ワート・システム（Wirt System）」とし
て普及した。さらに、1910 年代末頃からは「プラトゥーン・プラン（Platoon Plan）」
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という名称で知られるようになる 8)。
これまでの研究において、同プランは 2 つの視点から評価されてきた。一つ
は、クレミン（Cremin, Lawrence Arthur）のように、ワートをデューイ理論の継
承者とみて、民主主義的な社会改革を目指したとして同プランを高く評価する
ものである

9)

。すなわち都市に失われた人間性と人間関係を回復し、民主的な

社会を実現するという、当時のアメリカ社会が抱える課題に教育実践から切り
込んでいったとみる立場である。もう一つは、キャラハン（Callahan, Raymond
Eugene）やラッシュ（Lasch, Christopher）のように、同プランは、教育における
経済効率を追求するものであり、人間性回復や民主主義の実現といった教育理
念に主眼があったのではないという評価である 10)。すなわちゲーリー・プラン
が「二部制（duplicate school system）」の採用によって、最小限の設備や人的資
源により、一度に大量の子どもを収容する経済的効率性に優れたプランとして
全米でもてはやされたように、工業都市特有の人口激増という至極実際的な問
題に対応した教育計画だとみる立場である。
こうした研究から、筆者は、ゲーリー・プランの特徴は、初期進歩主義教育
が直面していた上記の 2 つの課題に、同時に取り組んでいたことに見られると
考える。すなわち、人間性回復と民主主義の実現という社会改革的な理念を確
立し、さらに、それを経済的制約の厳しい公立学校制度の中で実現して見せた
ことに意味があるのではないだろうか。だからこそ、同プランは、決して経済
的に裕福ではない地方の自治体にも、それぞれの条件の下で公立学校を改革で
きる可能性を提示し、希望を与えることができたのであろう。
以上のように、ゲーリー・プランは当時、全米の教育関係者が注目した改革
事例であり、この後に全米で展開される進歩主義教育運動を先導した学校改革
であったと位置づけられる。
そこで次に、このプランが同時代の日本にどのように紹介され、教育界に普
及していったのかを見ることとしよう。
2. ゲーリー・プランへの注目
2.1 日本における紹介の嚆矢―眞田幸憲による理解―
従来、ゲーリー・プランが最初に日本へ紹介されたのは、1916、1917 年頃で
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あると推測されてきた

11)

。それは、1918（大正 7）年 7 月に刊行された田中廣

吉著『ゲーリー式の学校』が、京都帝国大学教授の野上俊夫が欧米留学（19131916）から持ち帰った資料に多くを依拠していることに拠っている。しかし筆
者が調査したところ、それよりも 3 年ほど早い、1913（大正 2）年 5 月には既
に「ゲーリー式の学校施設」という記事が『小学校』誌に掲載されていた。そ
のことから、文献上における同プランの紹介は、1913 年に始まったとみてよい
だろう。この記事は、当時、奈良女子高等師範学校教授兼同附属小学校主事で
あった眞田幸憲によって著されたものであり、シカゴ大学の教授であったボビ
ット（Bobbitt, John Franklin, 1879-1956）による 1912 年の論文“The Elimination
of Waste in Education”の内容のうち、ゲーリー・プランにおける「科学的経営
法（scientific management）」の 4 原則に関する部分を抄訳し、それに対して眞
田自身が所見を述べたものである。
ボビットは、アメリカ教育史において、カリキュラムの科学的研究を創始し
た人物として位置づけられているが、その端緒となったのがゲーリー・スクー
ルの評価をおこなったこの論文である。彼はその中で、近代的な労務管理の起
源とされるテイラー（Taylor, Frederick Winslow, 1856-1915）の「科学的経営の原
理」を援用することで、ゲーリー・プランの学校経営の原理について説明した
12)

。ボビットが提示した 4 つの原則のうち、始めの 3 つは二部制に象徴される

ように効率的な学校経営に関するものである。4 番目においてボビットは、工
場生産のメタファーを教育の過程に応用することによって、個に応じたカリキ
ュラムを構成する必要性を述べた。教育長を「教育エンジニア」、学校を「工
場」と表象し、原料がその特質に応じた製品に作り上げられる過程と教育の過
程の同質性を見出すことによって、個々の子どもの器量、つまり性別や将来の
社会的、職業的な要求に応じることができるように、カリキュラムをフレキシ
ブルにすることが求められた。こうした当時の産業発展を背景に、工場生産の
過程と教育の過程にアナロジーを見出し、社会の要求に応じて効率性を追求す
る教育を提唱したことから、ボビットは社会的効率主義に立つ教育学者として
評価されている 13)。
それでは眞田は、ボビットの論文を参照することでゲーリー・プランの特徴
をどのように紹介していたのであろうか。彼はゲーリー・スクールで採用され
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ている科学的経営法を「科学的学校利用法」と訳出し、その要点が、工業発達
に伴った新都市における人口増大と財源確保という教育実施上の現実的な問題
に対して「教育の効力を失ふことなきを目的とする」ところにあると述べる。
すなわち彼は、ゲーリー・スクールの学校経営法を、教育的な効果を担保しつ
つ経済的な問題を解決する方途として捉えていたと思われる。そうした彼の姿
勢は、第一原則、「学校を使用し得らるゝ時間中は、其全設備を利用すべし」
に対する所見の中にも確認できる。この原則は、普通教室と特別教室や運動場
などとの間を子どもたちが移動することで、授業時間帯はその全てを使用する
ことが可能になり、全ての学級分の普通教室を設ける必要がないという、設備
上の効率性に関するものである。この原則を紹介する中で眞田は、日本の初等
中等教育における設備投資が、外装に偏る傾向があるために、日常生活や学習
に密接に関係する部分を蔑ろにすることがないようにと警鐘を鳴らしていた 14)。
そして、このような経済効率上の特徴よりも、「個人の能に応じて教育すべし」
という第四の原則が示している教育の個別化が「学校革新の一理想」であり、
「学校革新の一動機」であると述べ、この点にこそ科学的経営法の教育理念上
の特徴があると見ていたのである 15)。
眞田は、以上のようなゲーリー・プランの特徴に注目した上で、同プランの
原理を日本の学校教育に敷衍する可能性について言及している。日本とゲーリ
ー市では、制度や経済状況の上で事情が異なることをことわりつつも、「教育
の効果を減ぜずして、しかも経費を要すること尠からしむべしとする主義」に
おいては、両者の共通点を見出している。その上で、行政家や政治家が進める
経済性重視の政策の下で、当時の日本の教育者が、理想の教育の実現よりも経
済的な事情を重視する傾向にあることを問題に感じていた 16)。以下の記述から、
眞田がゲーリー・プランを、こうした状況を打破するための一つのモデルとし
て捉えていたことがわかる。

教育実際家に於て、二部教授以外に、適切なる学級編制法ありて、経済上
有利なるものを提供せんか。豈之をとらざるの理あらんや。若し夫れ経済
的圧迫の為に、教育の効果を減ずることありとせば、学校の施設法に関し、
教育の実際に当る吾人の研究、尚不十分なる点あるに帰すべきものも尠し
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とせざるべし。ゲーリー式編制法を述ぶるに際し、最後に所感を述ぶるこ
とゝせり。17)（下線―引用者）

眞田は、経済的圧迫という実際的な問題を乗り越え、教育の理想を追求する上
で適切な方法を研究することを「教育実際家」に求めるとともに、その研究対
象の一つとしてゲーリー・プランに可能性を見出していたのであった。
2.2 本格的普及の端緒―吉田熊次による理解―
筆者による調査では、眞田がボビットの論文による紹介を行った後のゲーリ
ー・プランを主題とした雑誌記事は、1915（大正 4）年 9 月に『教育の実際』誌
に発表された中島半次郎による「米国ゲーリー市の教育組織」であったとみら
れる。当時、早稲田大学の教授であった中島は、ドイツ人格的教育学の紹介者
として知られる教育学者である。この記事では、ゲーリー市の公立学校改革が、
大きな成果を上げているためにアメリカ教育界で注目を集めていることを指摘
した上で、設備、学校編制、教師などにわたってゲーリー・スクールの概要が
述べられている。しかし、設備などの外面的な紹介に留まっており、ゲーリ
ー・プランの原理や特徴に関する言及は見られない 18)。
後年に続く本格的な普及の端緒になったのが、1916 年 1 月から 2 月に 2 号に
わたって『教育学術界』誌に発表された吉田による「ゲーリー・システム論」
であったと考えられる。当時、東京帝国大学助教授であった吉田は、私費によ
る欧米旅行中の 1913 年 11 月にゲーリー市のエマーソン校を視察している 19)。
この記事は、彼自身の参観によって把握したゲーリー・プランの特色について、
帝国教育学研究会で発表した内容に基づき、寄稿されたものである 20)。
視察報告であるこの記事の紙幅は、そのほとんどが時間割や教室の運用法に
割かれている。それは、彼がゲーリー・プランを「教育主義上の特色を有つて
居る学校教育」であるという見方に疑問を呈し、「ゲーリー・システムの本質
は学校管理即ちスクール・マネージメントの点に在る」「即ち経済的に学校を
経営して、しかも、設備を良くせんとするのがゲーリー・システムの本質であ
る」と捉えていたからにほかならない 21)。ボビットが提示した科学的経営法の
第 4 原則である「生徒の個性に応じ、個性相当の発達をさせる」という特徴に
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ついても、吉田は単に子どもの好みに応じた科目の自由選択や、放課後・土曜
日における補習の問題に矮小化しており、個人の能力に応じた教育を展開する
ことが学校改革の原動力となると主張した眞田の捉え方とは対照的である 22)。
吉田は「ゲーリー・システムを新しい教育主義の学校組織とは見ない」とし
ながらも、教育的な特徴について少なからず言及している。ただし、それは学
科担任制を採用している点や、小学校と中学校を同じ校地校舎に設けている点
など、学校経営上の工夫が紹介されているにすぎない。そうした特徴よりも、
ゲーリー・プランが教育上に抱える問題点の方が強調されている。吉田の注意
は、学校設備の経済的利用を重視したことによる子どもの学力差や精神疲労の
状態などではなく、教室の効率的使用を優先した時間割組織法に向けられてい
る。すなわち、そうした学校設備や時間割の運用方法に対して、「却て生徒の
学習のエヒゼンシー［ママ］を度外する事がないか」と疑問視しているのであ
る。彼は「科学的管理法は、主義に於て結構」と述べるように、その理念自体
には賛同していたが、それが経済効率の追求にのみ機能していることを批判し、
「教育的エヒセンシーを挙げ」るために機能すべきだと主張したのであった 23)。
以上のようにゲーリー・プランの特徴をめぐって、設備上の経済効率の行き
過ぎを批判し、教育的効率を発揮する必要があると主張する点において、吉田
と眞田は同様の立場に立っていたといえる。しかし、経済的問題を解決した上
で、さらに教育的効果を高めていく方途の追求という観点からは、その立場を
大きく異にしている。すなわち眞田がそのための学校改革のモデルとしてゲー
リー・プランを研究する可能性を認めていたのに比して、吉田は次のように、
同プランを研究対象とすることに批判的な態度を採ったのであった。

ゲーリー・スクールは、新しく研究する必要があるとしても、果して是が
教育の学術的経営と云ふことが出来るか何うかと云ふ事は、断言は出来な
い。私などは寧ろ此点に於て、スケプチツクの態度を取る者である。24)

このように、その後の情報普及の端緒となる紹介は、ゲーリー・プランを学校
改革のモデルとして研究することに批判的な立場から行われていたのである。
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3. その後の情報普及の動向
3.1 教育関係雑誌における記事数の推移
前節で見たように、情報導入初期の主な紹介者である眞田と吉田の 2 人は、
ボビットの論文に依拠することで、ゲーリー・プランを科学的経営法の文脈で
捉えていた。それでは、その後、同プランの情報は、日本の教育界にどのよう
な広がりを見せ、どのように受け止められたのであろうか。この点を解明する
ために、本研究ではゲーリー・プラン、プラトゥーン・プラン、仕事・学習・
遊びの学校組織などを主題とする雑誌記事がいつ頃、どのくらい発表されてい
たのかを調査した。〈表 1〉は、戦前に刊行された教育関係雑誌を対象として、
筆者が収集した記事を一覧にしたものである。
〈表 1〉から、吉田による紹介と同年の 1916 年には、既にゲーリー市公立学
校の情報のみならず、ニューヨーク市におけるゲーリー・プランの実施が報じ
られていたことがわかる（表 1-11）。ニューヨーク市では、市政刷新の一環と
して教育改革に取り組んだミッチェル市長（Mitchel, John Purroy）が、1914 年 6
月のゲーリー市への視察を経てゲーリー・プランを採用することを決定した。
数ヶ月のうちにブルックリンとブロンクスの 1 校ずつに同プランが導入され、
翌年（1915 年）の秋には市内の全ての小学校において同プランを採用すること
が求められるに至った。その後、ミッチェル市長による性急な導入や同プラン
の経済的・教育的意義に対して懐疑的な政治家による反対運動がなされた。1917
年の市長選では、ゲーリー・プランの導入が主な争点となったが、現職のミッ
チェルが敗北したことにより、同プランが市全域に実施されることはなかった
という 25)。久保良英の記事（表 1-11）が掲載された時点では、ニューヨーク市
におけるゲーリー・プランの全面的な導入の成否は判明していなかったが、い
ずれにしても初期の段階において、同プランが他の公立学校改革にも影響を与
えていた事実は日本に紹介されていた。
次にゲーリー・プラン情報普及の量的な特徴を把握するために、プロジェク
ト・メソッドに関する遠座知恵・橋本美保による同様の調査、およびドクロリ
ー教育法に関する橋本による同様の調査を参考に比較を試みたい

26)

。〈表 2〉

は遠座・橋本の研究および橋本の研究から年次別記事数の推移を引用し、今回
の調査結果と比較したものである。ゲーリー・プランに関する記事の総数は 67
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表1
発行年 月 日

教育関係雑誌におけるゲーリー・プランを主題とする記事一覧
著者名

記事名

掲載誌

巻

号

1

1913

5

15 眞田幸憲

ゲーリー式の学校施設

小学校

15

4

2

1915

9

1 中島半次郎

米国ゲーリー市の教育組織

教育の実際

9

11

3

1916

1

1 吉田熊次

ゲーリー・システム論

教育学術界

32

4

9

1

4

1916

1

1 吉田熊次

5

1916

2

1 岸辺福雄君談 米国小学校に於ける最新設備 ガリー・システム 現代教育

6

1916

2

1 吉田熊次

ゲーリー・システム論（続）

7

1916

4

1 浅山得子

ウヰリァム・ウヰルト氏 ゲーリー・スクールの創始者 普通教育

8

1916

5

1 東健而

ゲーリーシステムの実際

現代教育

33

9

1916

5

1 春洋生

ゲーリー式最新学校組織経営法

現代教育

33

10

1916

8

15

ゲーリー式公立学校

日本之小学教師

18

通212

11

1916

12

1 久保良英

紐育市に試みられつゝあるゲーリー式の学校

内外教育評論

10

12

12

1917

2

1 槇山栄次

ゲーリーシステムの紹介及批評

現代教育

42

13

1917

2

1 長谷川乙彦

米国「ゲーリー」学校の教育法（一）

学校教育

39

14

1917

2

28 長谷川乙彦

「ゲーリー」学校の教育法

岐阜県教育

271

15

1917

3

1

米国「ゲーリー」学校総校長ウヰリアム・ワート博
士と其令息

学校教育

41

16

1917

3

1 長谷川乙彦

米国『ゲーリー』学校の教育法（二）

学校教育

41

17

1917

4

1 市村与市

ゲーリー、公立学校（一）

教育学術界

35

1

18

1917

5

1 市村与市

ゲーリー、公立学校（二）

教育学術界

35

2

ゲーリー式学校経営法概観

東京教育

ゲリーシステム論

心理研究

教育学術界

(通49)

30
32

5

7

4

19

1917

5

在米八田
20
三喜通信

20

1917

7

1 KS生

ゲーリーシステムと運動問題

教育学術界

21

1917

9

1 槇山栄次

ゲーリーシステムに適用せられたる教育の理説

帝国教育

422

22

1917

11 25 三宅驥一

ゲーリーシステム

教育時論

1174

23

1918

2

1 福家惣衛

ゲーリー学校の実況

小学校

9

パツトマン
1
大野生訳

ゲーリー案の批評

教育研究
1

24

1918

324
35

24

4

10
182

25

1919

7

31 平田華蔵抄

ゲーリー、システムに対する批評

児童教育研究会
紀要

26

1919

12

1 瀬尾武次郎

ゲリー、システムに就て

内外教育評論

13

12

27

1920

1

1 河野清丸

ゲーリー学校の教育法（一）

教育論叢

3

1

28

1920

2

1 河野清丸

ゲーリー学校と教育経済

教育論叢

3

2

29

1920

4

1 河野清丸

ゲーリー学校の教科目訓練並に批判（完）

教育論叢

3

4

6

北五高小英語
25
プラトーン、システム。
会

30

1920
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宮城教育

271

31

1921

3

15

ゲーリー制の嚆矢

教育時論

1293

32

1921

6

30 総山文兄

「ゲーリー学校に就て」

岐阜県教育

322

33

1921

7

20 文部省調査

ゲーリーシスラム［ママ］の大要

山口県教育

259

34

1921

8

1 瀬尾武次郎

ゲーリー式の論争

内外教育評論

15

8

35

1921

10

1 大杉謹一

ゲーリー学校について

裁縫雑誌

20

10

36

1921

10

1 阿部重孝

ゲーリー・スクール（上）

帝国教育

471
57
473

37

1921

11 21

ゲーリー システムニ対スル米国諸都市視学官ノ
文部時報
意見

38

1921

12

ゲーリー・スクール（下）

帝国教育

39

1921

12 15 文部省

ゲーリー・システムの状況

日本学校衛生

40

1922

10

1 島為男

流動組織プラツウーン学校案の研究

教育問題研究

31

41

1922

11

5

ゲーリー式時間割

学校衛生叢書

1

42

1923

2

1 島為男

流動組織ブラツウーン学校案研究

教育問題研究

35

43

1923

4

1 阿部重孝

プラトーン・プラン（一）

小学校

35

1

44

1923

6

1 阿部重孝

プラトーンプラン（二）

小学校

35

5

45

1923

6

15 阿部重孝

プラトーン・プラン（三）

小学校

35

6

46

1923

10

1 島為男

プラツウーン・プラン学校について

教育学術界

48

1

47

1923

11

1 島為男

プラツウーンプラン学校について（下）

教育学術界

48

2

48

1924

1

15 窓外生

中等教員にゲーリーシステムの採用を望む

千葉教育

49

1924

6

1 長田新

合衆国の新学校 プラトーン学校

教育学術界

49

3

50

1924

7

1 長田新

「プラトーン」学校ノ七大目的

児童研究

27

10

51

1925

6

1 山本勘助

プラツウーンスクールに就いて

小学校

39

3

52

1926

4

1 北澤種一

「作業―学習―遊戯」学校の教育原理及其組織 児童教育

20

4

53

1926

5

1 北澤種一

「作業―学習―遊戯」学校の教育原理及其組織
児童教育
（完）

20

5

54

1926

5

1 北島修一郎

プラトーン学校の紹介と報告

教育問題研究

74

55

1926

8

15 生田美記

米国の新組織プラトウーン学校

南満教育

63

56

1927

4

1 乙竹岩造

二重学校問題

児童教育

57

1927

5

1

ゲリーシステム

教育問題研究

58

1927

6

15 吉良信之

プラトウン、プランの一変形

教育時論

1512

59

1927

6

15 生田美記

プラトウーン組織を加味せる学級編成

南満教育

73

60

1927

8

1

プラトウン・プラン

教育問題研究

89

ゲーリー・プランの最近事情
―そのエマーソン校視察記（一）―
ゲーリー・プランの最近事情
―そのエマーソン校視察記（二）―

1 阿部重孝

61

1928

7

1 塚本清

62

1928

8

1 塚本清
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9

12

381

21

4
86

学習研究

7

7

学習研究

7

8

63

1929

8

5 S・T生

プラテーゥン案の学校経営

教育時論

1589

64

1929

8

15 S・T生

プラテゥーン案の学校経営（二）

教育時論

1590

65

1929

8

25 S・T生

プラテゥーン案の学校経営（三）

教育時論

1591

66

1931

5

1 堀七蔵

米国小学校教育に於けるプラトウンプラン

児童教育

25

67

1934

9

5

第十四章 ゲーリー・システム

教育学術界

69

件であり、プロジェクト・メソッド

表2

の 86 件よりは少なく、ドクロリー教

5

教育関係雑誌におけるゲーリー・プラン
を主題とする雑誌記事数の推移

年
1913

ゲーリー
1

プロジェクト

ドクロリー

―

1914

0

―

―
1

1915

1

―

―

1916

9

―

―

1917

11

―

―

1918

2

―

―

1919

2

1920

4

―
1

―
0

1921

9

28

0

島の記事（表 1-2）以降 1929（昭和

1922

2

27

1

4）年までは継続して発表されてお

1923

6

11

1

1924

3

2

1

1925

1

4

9

1926

4

2

2

1927

5

5

3

1928

2

3

2

1929

3

3

4

1930

0

0

6

1931

1

―

4

1932

0

―

1

1933

0

―

4

1934

1

―

2

1935

―
67

―
86

43

育法の 43 件よりは多くなっている。
また、プロジェクト・メソッドの記
事数が 1921（大正 10）年から翌 1922
（大正 11）年にかけて急増し、1930
（昭和 5）年には全く見られなくな
るのに対して、ゲーリー・プランを
紹介した記事は、先述の 1915 年の中

り、眞田による 1913 年の記事（表 11）から、20 年間にわたって日本の
教育界がゲーリー・プランに注目し
ていたことが看取される。記事数の
推移を見ると、1917 年の 11 件、1921
年の 9 件と、二度のピークが見られ
る。また、1920（大正 9）年の北五高
小英語会による記事（表 1-30）を皮
切りに、「プラトゥーン・プラン」

記事数合計

2

を冠した記事が多くを占めるようになっている。プラトゥーン・プランが全米
の公立学校改革に影響を与えていくというアメリカ教育界における情報の広が
りと呼応して、日本の教育界にも情報がもたらされたことを指摘できる。
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3.2 執筆者の変化
教育関係雑誌においてゲーリー・プランを紹介した執筆者には、東京帝国大
学の吉田、阿部重孝、広島高等師範学校の長田など教育学研究者の名が全期間
を通して見られる。とりわけ最初の記事数のピークである 1917 年までの執筆者
には、吉田のほかアメリカのクラーク大学（Clark University）に留学中であった
心理学者の久保などの研究者、また奈良女子高等師範学校附属小学校主事の眞
田や、当時渡米中であった東京府立第三中学校校長の八田三喜といった、教育
実践に関心を持つ研究者が多く見られる。
次に、1918 年以降の執筆者を見ると、福家惣衛、瀬尾武次郎、塚本清などの
教員や、河野、北澤など小学校主事として学校現場で実践改革に携わっていた
人物による記事が目立つ。第 2 回目の記事数のピークである 1921 年には、文部
省による調査報告が複数あり、同年以降には元公立学校長で、当時岐阜県教育
会幹事だった総山文兄、南満州の視学であった生田美記といった教育行政の関
係者による紹介が見られる。このように同プランが文部省や地方の教育行政関
係者によって注目されていた点は、プロジェクト・メソッドやドクロリー教育
法などの普及には見られない特徴である。
3.3 書籍による紹介状況
次に書籍によるゲーリー・プラン情報の紹介状況を見てみたい。〈表 3〉は、
ゲーリー・プラン、プラトゥーン・プランなどを主題とする書籍の一覧をまと
めたものである 27)。
まず指摘しておきたいのは、教育調査会と埼玉県内務部学務課という行政機
表3
発行年 月 日

ゲーリー・プランを主題とする書籍一覧
著者名

書籍名

出版社

1

1917

8

15 教育調査会

ゲーリー公立学校制度

教育調査会

2

1918

7

1 田中廣吉

ゲーリー式の学校

大坂屋號書店

3

1919

9

25 埼玉県

ゲーリー公立学校制度並其の状況

埼玉県内務部学務課

4

1921

5

6 田制佐重編述

ゲーリー学校の実際

弘道館

5

1924

8

10 デツロイト教育局編／島為男訳著

米国の新学校プラツゥーン・プラン学校

モナス
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関による出版が見られることである。これは先に教育関係雑誌記事に関して指
摘したように、プロジェクト・メソッドなどのメソッドや他の学校改革プラン
に関する情報の普及には見られない特徴である。特に、文部大臣の諮問機関と
して 1913 年 6 月 13 日から 1917 年 9 月 21 日まで設置されていた教育調査会 28)
によって、『ゲーリー公立学校制度』（表 3-1）が発行されたことは、特筆すべ
きである。同書には、アメリカで発行されたゲーリー・プランに関する複数の
報告書や雑誌記事などの翻訳が収められている。中等・高等教育を中心とした
学校制度に関する調査・審議を行っていた教育調査会や、文部省によってゲー
リー・プランが紹介されていた事実から、同プランが学校制度改革を進めてい
く上での何らかのモデルとなっていた可能性が示唆される。しかし、同プラン
が注目された経緯や、学制改革への影響の解明は今後の課題である。なお、埼
玉県による『ゲーリー公立学校制度並其の状況』（表 3-3）は、その凡例によれ
ば、教育調査会発行の『ゲーリー公立学校制度』（表 3-1）からいくつかの部分
を転載するとともに、複数の報告書の翻訳を集録したものである 29)。
田中廣吉著『ゲーリー式の学校』（表 3-2）の自序によれば、彼は、京都帝国
大学教授で心理学者の野上が欧米留学により持ち帰った資料の貸与を受けると
ともに、様々な資料を収集したという。それらの一部は緒言に列記されている
が、そこにはゲーリー・プランの全体像を示した書籍や既述のボビットの記事
のみならず、フレーベル校の科学教師であるクーンズ（Coons, Charles S.）やエ
マーソン校の歴史教師であるチャドウィック（Chadwick, Raymond Dean）によ
る雑誌記事も含まれている。1917 年時点において、教師による実践的な記事な
ど様々なレベルの情報が、日本にもたらされていたことが明らかである。
田制佐重編述『ゲーリー学校の実際』
（表 3-4）は、第 7 章までがボーン（Bourne,
Randolph Silliman, 1886-1918）の The Gary Schools（1916）に基づいて記述され
たものである 30)。第 8 章以降の原典は明らかでないが、デューイ（Dewey, John,
1859-1952）とゲーリー・プランの関連や、ニューヨーク市における同プランの
実施に関する章などが見られることから、様々な報告書や雑誌記事などが参照
されたと考えられる。
島為男訳の『米国の新学校プラツゥーン・プラン学校』（表 3-5）は、そのほ
とんどがミシガン州デトロイト市の教育委員会の機関誌 The Detroit Educational
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Bulletin に掲載された報告書の翻訳である。この報告書は、1923 年 1 月に同市
の副学校監督官であったスペイン（Spain, Charles L.）が、プラトゥーン・プラ
ンの教育原理や、デトロイト市内の一部の小学校における同プランの実施状況
をまとめることによって、同プランの採用を更に促進する目的で作成されたも
のである。教育関係雑誌記事に関して既に言及したように、1920 年代に入ると
ニューヨーク市だけでなく、他の都市でのゲーリー・プランの採用に関するま
とまった情報が入っていたのである。
3.4 その他の雑誌記事による紹介状況
ゲーリー・プランに関する情報は、教育関係者だけでなく実業家などからも
注目され、教育関係以外の雑誌によっても紹介されていた。〈表 4〉は、今回の
調査によって筆者が収集した教育関係外雑誌に掲載されたゲーリー・プランな
どを主題とする記事を一覧にしたものである。
〈表 4〉から明らかなように、『竜門雑誌』（表 4-1、4）、『鉄と鋼』（表 45）、『実業之日本』（表 4-7）といった実業系の雑誌によってゲーリー・プラ
ンの紹介が行われていた。『竜門雑誌』は、実業家の渋沢栄一（1840-1931）を
慕う書生たちによる勉強会をはじまりとして 1886（明治 19）年に創立した竜門
社の機関誌、『鉄と鋼』は日本鉄鋼協会の機関誌であり、『実業之日本』は一
般の若年層を対象に実業を通じた成功を奨励する啓蒙的な実業雑誌である 31)。
表 4 教育関係外雑誌におけるゲーリー・プランを主題とする記事一覧
発行年 月

日

著者名

記事名

掲載誌

巻

号

1

1917

2

25 渋沢事務所抄訳 娯楽主義の「ゲーリー」公立学校

竜門雑誌

2

1917

4

1

米国ゲーリ市ヱマーソン学校

斯民

12

1

3

1917

4

1

ゲーリー式学校経営法

斯民

12

1

4

1917

9

25 槇山栄次

ゲーリーシステムと其教育法に就て

竜門雑誌

5

1919

6

25 水崎基一

ゲリー、システムに就て

鉄と鋼

5

6

6

1921

4

1

ゲーリー・システムの先駆

斯民

16

4

7

1922

4

15 井上雅二

ゲリー学校とハル・ハウス

実業之日本 25

8

高木季熊
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345

352

このように実業系の雑誌でゲーリー・プランが取り上げられたのには、ゲーリ
ー市が製鉄業によって発展した都市であり、それによって生じた社会的な問題
に対応するために同プランが成立したことと無関係ではなかろう。
一方で、『斯民』は、1906（明治 39）年に地方改良運動の推進のために、内
務官僚主導の下に組織された教化団体である報徳会（1912・大正元年に中央報
徳会と改称）の機関誌である 32)。法学士の高木季熊は、「ゲーリー式学校経営
法」（表 4-3）の冒頭で、ゲーリー・プランがアメリカ社会の中で、都市におけ
る普通教育の問題に取り組んだ学校改革として注目されていることに言及した
上で、「近時我邦に於ても、都市教育の完備を切実に期待せらるる」という状
況から、同プランへ注目したことを述べている 33)。さらに、「社会教化を目的
とし、学校と社会との連絡を図り、学生をして社会を利用せしめ、又社会全般
をして学校を利用せしめんとした」（ルビ省略―引用者）と、ゲーリー・プラ
ンの特徴について言及したように 34)、日本の都市問題の文脈で同プランに着目
していたと考えられる。
4. 記事内容に見る着眼点
4.1 効率性への注目
次にゲーリー・プランの紹介者が、同プランのどのような点に着目していた
のかを見ていきたい。ここでは注目点の傾向を把握するために、〈表 1〉に示し
た教育関係雑誌記事を分析の対象としたい。
まず〈表 1〉に挙げたほぼ全ての記事に共通して言及されているのが、ゲーリ
ー・プランないしプラトゥーン・プランが、児童・生徒数の増加に対応するた
めのプランだという点である。教育対象とする子どもの半数が収容できる普通
教室と、残りの半数が収容できる特別教室や講堂などを設備し、全ての施設を
常に使用することで、従来の設備のままで二倍の子どもを教育できることが紹
介されていた。
三宅驥一（生物学者、東京帝国大学農科大学助教授）（表 1-22）や窓外生（表
1-48）による紹介では、当時の日本で高まっていた中等・高等教育の機会拡大の
要求に対応するために、ゲーリー・プランを採り入れることによって、学校を
新設しなくとも多くの生徒を収容できることを主張していた。三宅は、ゲーリ
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ー・プランの特徴を「変則の二部教授」と述べており 35)、同プランを二部教授
の延長で捉えていたといえる。阿部（表 1-36）は、同プランの特徴としてカリ
キュラムにおける多様な教科の導入を挙げつつも、「校舎なり設備なりを有効
に且つ経済的に使用する点」にも特徴を見出しており、その学校組織を「二重
学校」（duplicate school）と表現した上で、時間割や教室の運用方法を中心に紹
介を行っている 36)。また、北五高小英語会の記事（表 1-30）を嚆矢とするプラ
トゥーン・プランの紹介では、プラトゥーンすなわち小隊という用語に象徴さ
れるように、児童・生徒を小団に分けて、普通教室と特別教室を交互に使用す
るという学校組織の運用方法の説明に紙幅が割かれている。
一方、児童・生徒数の増大への対応策が、従来の二部教授とは異なることを
指摘するものもあった。例えば、大野生（表 1-24）による、パットマン（Putman,
John Harold）の“Modern Educational Movements” 37)の翻訳では、児童・生徒数の
増加に対しては「二部教授をなし、一教室に於て一教師が二学級を教へるのが
普通であるが、監督ウアート氏は全く別種の方案を工夫して、それを実施した」
として、教科担任制を採用するとともに、従来軽視されてきた遊戯や音楽など
を重視して、その活動のための設備と時間を確保することが要点であることに
触れている 38)。また、河野（表 1-27、28、29）も、ゲーリー・プランを「巧に
利用せば、我国の学校から二部教授を駆遂［ママ］して了ふことが出来る」と
述べており 39)、大杉謹一（表 1-35）も、「「ゲーリースクールプラン」なるも
のは、決して我々が単純に考へてゐるやうな二部教授でもなければまた生徒が
学科毎に毎時間その教室をまはり歩く「空巣ねらひ」でもない」と指摘してい
た 40)。彼らの記事では、ゲーリー・プランが採用している「二部制」が、日本
で一般的に行われている「二部教授」とは根本的に異なるものであるとの認識
の基、後者を乗り越える可能性を同プランに見出していた。
4.2 実社会との連続性
先に検討したゲーリー・プランの効率性は、多くの論者が注目した特質であ
るが、同プランの主眼が「学校の社会化」にあると捉える論者もいた。大杉の
記事（表 1-35）では、同プランは「「学校の社会化」といふ最近アメリカに於
ける教育哲学の流れが根底をなしてゐる」と紹介している 41)。東京府より米国
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教育視察に派遣されていた府立第三中学校校長の八田（表 1-19）は、ゲーリー
・プランの特色の一つに「学校を中心とする社会教化を目的として実社会と学
校との連絡を計ること」があるとし、職業訓練が教育活動として採り入れられ
ている点や、学校の中に工場や店を設けることで実社会的な訓練を行える点、
土曜日や平日の夜に地域に学校を開放し、児童・生徒のみならず住民の教育に
寄与していると言及していた 42)。また、瀬尾の記事（表 1-26）でも、地域住民
に学校が開かれている点について、次のように紹介されている。

是のシステムを一言に約すれば一般市民――一般国民、の教育に関しての
共鳴である、而して児童青年も勉強すれば中年老年も勉強する、其市町村
に関しての出来事には老若男女皆関係して、極力働くと言ふことである。
従来は、家庭だけで其家族が喜怒哀楽を共にして居たのを、この度は推し
拡げて其社会のもの一同が共にすると言ふことにする、かくして教育家は
教師の肩書あるものの謂でなくて、一般市民も亦教育家であると言ふ精神
となることである。（傍点省略―引用者）43)

このように学校と実社会との連続性については、工場、銀行や商店などで実際
に行われている社会的活動が採り入れられている点と、学校での教育・設備が
地域住民にも開かれている点にその具現化が確認されていた。
「作業・学習・遊戯」（Work-Study-Play）を掲げたゲーリー・プランの教育
原理については、多くの記事では説明されていないが、この点に注目した紹介
も少数ではあるが行われていたので、次に見てみたい。
4.3 教育原理への注目
市村与市（表 1-18）は、ゲーリー・プランにおける 3 つの教育原理のうちの
「学習」を取り上げ、それが個々の教科の知識・技能を習得するだけでなく、
それらを相互させて学校生活の場で活用させるものであったことを次のように
説明している。

歴史科、地理科は其地方、州、及市政都市の設計、人民の生活及習慣等を
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古代より近世に亘りて研究する。彼等は新聞雑誌を読み、絵画を蒐集し、
又自身で地図を作製する。彼等は何故に現代があるかを説明する為めに倒
まに歴史を研究する。作文や、文法の様な普通の学校では死んだ学科とし
て取扱はれてゐるものでも、ゲーリー学校では之を巧に活用して居る。
［中
略］昨年（一九一五年）化学科は牛乳の分析表を学校印刷工場で印刷して
発表した。［中略］かくの如く研究は此巧妙なる方法によりて各部門が互
に協力して働き、其製作物を豊富にする。44)
また、福家（表 1-23）は、「ゲーリーの努力の大切なる特色の一は学科の聯
絡を密ならしむることである」と述べていた 45)。
ゲーリー・プランの教育原理について比較的詳しい紹介を行ったのが、河野
（日本女子大学校教授兼同附属豊明小学校主事）の記事（表 1-27、28、29）で、
これはボーンの The Gary Schools46)を河野が解説したものである。ゲーリー・ス
クールの第一の特徴として、児童の全人教育（educating the whole child）、すな
わち「児童の心身全体を円満に、調和的に発展」させることが挙げられている。
それを実現するためにゲーリー・スクールでは、「興味の四単位」を採用して
いたことが指摘され、その具体相として①運動、②知的研究、③工場、実験室
における作業、④集会室・校外における社会的・発表的活動の 4 点が記されて
いる 47)。また、第二の特徴として、工場、研究室、実験室、講堂（集会場）の
4 つの場と、「作業」、「学習」、「遊戯」を採り入れることで、児童の自治に
よって学校という社会を形成することに言及している 48)。このように河野は、
ゲーリー・プランの意義が興味を起点とした人格形成とコミュニティとしての
学校にあると捉えていた。
5. 結び―ゲーリー・プラン情報普及の特徴―
ゲーリー・プランを最初に紹介した眞田と、彼に数年遅れてその紹介を行っ
た吉田は、いずれもボビットの論文を参照しており、効率的な学校経営にその
特色を見出していた。ただし、両者の評価には異なる点もあった。眞田は経済
効率だけでなく、教育的効果も備えた学校改革のモデルとして、ゲーリー・プ
ランに可能性を見出していた。一方で、吉田はゲーリー・プラン自体が経済効
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率を追求するあまり、教室の運用方法ばかりに目を向けていると批判したので
あった。「効率性」への着目は、その後の日本における情報普及においても継
続して見られた現象であった。これには、他の新教育情報とは異なり、中・高
等教育の機会拡大という教育課題を背景に、文部省や教育調査会がゲーリー・
プランに注目していたことが影響していた可能性も考えられるため、これらが
同プランに注目した経緯や、その影響の実態を解明していきたい。
また、ゲーリー・プラン情報の普及においては、上記以外の着眼点からその
特質を捉えようとする記事も見られた。ゲーリー・プランの特質を「学校の社
会化」とみる記事では、実社会における活動を学校の中に導入することや、地
域住民にも開かれた学校の在り方が紹介されていた。ゲーリー・プランの教育
原理については、河野が比較的詳しく言及したが、カリキュラム編成などに関
する詳細な説明は行われなかった。この点に関する言及が少ないのは、そもそ
もワート自身がそれを体系的に語っていないことに起因すると考えられる。た
だし、その実証は、ゲーリー・プランに関心を寄せた情報受容の主体がどのよ
うな背景や意図によって、その研究に取り組んでいたかを踏まえた事例研究が
必要である。
なお、プラトゥーン・プランという用語を冠した記事が発表されるようにな
ってからは、ゲーリー市やニューヨーク市の公立学校情報だけでなく、デトロ
イト市やほかに同プランを採用した都市の情報が紹介されるようになっていっ
た。そのため、受容主体がどのような事例のいかなる点に関心を見出すかによ
って、同プランへの認識の仕方が変化している可能性が考えられる。それを解
明するためには、同プランのアメリカ国内での普及状況と併せて検討を進める
必要があり、この点についても今後の課題となろう。

付記
本稿は、橋本美保編著『大正新教育の受容史』（東信堂、2018 年 1 月刊行予定）の第 2 章
「ゲーリー・プラン情報の普及」に、教育関係雑誌記事の追加調査、および書籍と教育関係
外雑誌記事の調査の結果を反映させて、加筆したものである。また、本研究は JSPS 科研費
JP16H07209 の助成を受けたものである。
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集団類似性の知覚が被排斥経験後の再親和に与える影響

津村 健太
1. はじめに
進化の過程において、生存や繁殖、資源の獲得など多くの点で、人は集団や
他者に依存してきた。例えば、集団の成員同士で食料や資源を共有し、出産や
子育てにおいて助け合ってきた。また、集団で生きることによって、食料を獲
得する、捕食動物から身を守る、といった生存上の問題も解決が可能となった。
このように、人は集団や他者とのつながり無くしては生きていけなかった。そ
のため、人は集団や他者とのつながりに対して根源的な欲求を持つ。これが所
属欲求 (need to belong) である (Baumeister & Leary, 1995)。その一方で、集団や
個人から無視される、あるいはのけ者にされる社会的排斥 (ostracism) を経験し
てしまう場面も少なくない。
本研究では、排斥経験後に社会的なつながりを再び得ること（i.e., 再親和）
が困難である可能性が指摘されている社会不安 (social anxiety) の高い者におい
て、再親和を促進させる要因を検討する。特に、再親和を求める相手の集団成
員性、すなわち再親和相手がどのような集団や社会的グループに属しているの
か、という点と自らや再親和相手が所属する集団の類似性の観点から検討する。
2. 問題
2.1 社会的排斥とは
社 会学や政治 学をはじめ とする社会 科学におい て、社会的 排除 (social
exclusion) という概念が 1970 年代にもたらされた。社会的排除とは、主要な社
会的関係から締め出され、社会のメインストリームから弾き出されることを指
す。社会学や政治学などにおいては、社会的に排除された人々の状況や、そう
した人々をいかにして社会に包摂 (inclusion) していくべきか、といった点が論
じられ、様々な提言がなされてきた (for reviews, see 岩田, 2008; 樋口, 2004)。
心理学の中でも、社会的排除の心理的な影響について、様々な研究がおこな
われてきた。社会的排除には様々な形態が存在しえ、拒絶 (rejection)、社会的排
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除 (social exclusion)、排斥 (ostracism)、などの概念・用語を用いて研究がなされ
ている。これらの概念・用語に対して、それぞれを心理学的、あるいは語義の
上から区別しようという試みもなされている (Leary, 2001) が、これらの概念・
用語は必ずしも弁別的に用いられているわけではない。その中で共通している
のは、集団あるいは個人から無視され、のけ者にされる、すなわち社会的なつ
ながりの欠如である。この点に着目し、社会的排除における個別具体的な要素
を可能な限り捨象し、社会的なつながりの欠如自体がもたらす心理的影響につ
いての検討がなされている (for reviews, see Williams, 2007, 2009)。
先行研究に倣い、本研究でも社会的排斥 (ostracism) の語を用い、社会的なつ
ながりの欠如自体がもたらす心理的影響に着目する。社会的排斥の影響を検討
するために用いられる実験手法は、いくつかある。その中でも最もよく用いら
れているのが、サイバーボール (Cyberball) と呼ばれる、コンピューターを用い
た課題である (Williams, Cheung, & Choi, 2000)。この課題では、参加者は 3 人な
いし 4 人程度のプレーヤーによる簡単なキャッチボールゲームをパソコン上で
行う（図 2 参照）。その際、受容条件では均等な割合で参加者にもボールが回っ
てくるのに対して、排斥条件では序盤に数回程度ボールが回ってきた以降はボ
ールが全く来なくなってしまう (e.g., Williams & Jarvis, 2006)。このような、排
斥のわずかな手がかりが与えられるだけでも、所属欲求が脅威にさらされ、心
理的苦痛を感じることが分かっている (for a review, see Williams, 2009)。

図 2. サイバーボール課題のゲーム画面（下部に表示されている手が、実験参加者）
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2.2 社会的排斥経験後の再親和
先述のように、人は集団や人とのつながり無くしては生きていけない。その
ため、社会的排斥は健康や心理的適応などに対する重大な危機となり (e.g.,
Berkman et al., 2004; Eng, Rimm, Fitzmaurice, & Kawachi, 2002)、同時に所属欲求
に脅威を及ぼす。そのため被排斥者は、排斥による危機を避けるため、あるい
は所属欲求を満たすために再親和を果たそうと、他者とのつながりの獲得に興
味を示したり、他者に向社会的に振る舞ったりする (e.g., Jamieson, Harkins, &
Williams, 2010; Maner, DeWall, Baumeister, & Schaller, 2007)。例えば、将来の排斥
を予期した実験参加者は、後続の課題を受ける際に、一人で参加する課題では
なく、他者と一緒に参加する課題に取り組みたいと思う程度が高くなっていた
(Maner et al., 2007)。
しかし、その一方で、社会的排斥経験後に再親和を求めるのが困難である可
能性を指摘されている人々がいる。それが、社会不安を抱きやすい人（高社会
不安者）である。社会不安 (social anxiety) とは、現実または想像上の対人場面
において、自身が評価される、あるいは評価されることへの予期から生じる不
安である (Schlenker & Leary, 1982)。社会不安の高い者は、社会的な場面に対す
る不安を抱きやすいだけでなく、社会的な場面における認知や行動においても、
問題を抱えやすい。例えば、社会不安の高い者は、社会的な場面における潜在
的 な 脅 威 や 失 敗 の リ ス ク を 過 大 視 す る 傾 向 が あ る (Foa, Franklin, Perry, &
Herbert, 1996)。そして、新しい社会的相互作用の場面でもネガティブな期待を
形成しやすく (e.g., Maddux, Norton, & Leary, 1988)、相互作用を避けてしまう
(Heimberg, Liebowitz, Hope, & Schneier, 1995)。これらから、高社会不安者は被排
斥経験後に再親和を求めるのが困難であると予測される。実際にこれまでの研
究では、社会不安の高い人においては被排斥経験後であっても再親和を求める
ような反応が生じなかった(e.g., Mallott, Maner, DeWall, & Schmidt, 2009)。
これに対して、Tsumura & Murata (2015) では、社会不安の高い者が被排斥経
験後にどのような相手に対してであれば再親和を求められるのか、再親和相手
の集団成員性の観点から検討がなされた。集団成員性とは、個人がどのような
集団・社会的カテゴリーに属しているのか、を指す。自身が所属する集団を内
集団と呼ぶのに対し、所属しない集団を外集団と呼ぶ。外集団成員は、外集団
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の成員であるというだけで脅威だと知覚される傾向がある

(e.g., Hart et al.,

2000; Olsson, Ebert, Banaji, & Phelps, 2005)。高社会不安者は社会的な場面におい
て脅威を過度に見積もりやすく、否定的な結果を予期しやすい (Foa et al.,
1996)。よって、高社会不安者は外集団の脅威を過大視してしまい、被排斥経験
後に外集団成員に対して再親和を求めるのが困難であると予測される。他方で
内集団成員は、外集団成員よりも社会的つながりの源泉となりやすい (Correll
& Park, 2005)。また、外集団成員と比べてポジティブに評価され (Brewer &
Campbell, 1976; Tajfel, 1978)、相互作用において不安を喚起しにくい (e.g., Plant
& Devine, 2003; Shelton, Richeson, & Salvatore, 2005; Trail, Shelton, & West, 2009)。
そのため、社会不安の高い者であっても、内集団成員に対しては被排斥経験後
に再親和を求められるのではないかと考えられる。Tsumura & Murata (2015) の
実験では、最小条件集団と呼ばれる、実際には存在しない実体を伴わないよう
な集団を用いて、集団成員性が再親和行動に与える影響が検討された。その結
果、低社会不安者は相手の集団成員性にかかわらず被排斥経験後に再親和を求
めていた。また、高社会不安者も、相手が内集団成員であれば再親和を求めて
いたが、外集団成員に対しては再親和を求めなかった。
2.3 集団の類似性知覚と高社会不安者の再親和
Tsumura & Murata (2015) では、高社会不安者も、内集団成員に対しては再親
和を求められることが示された。しかし、内集団・外集団と一口に言っても、
社会的な属性や役割、地位といったものをあまり伴わないような、包括性の低
い集団（e.g., 学校のクラス）も含まれる。そのような包括性の低い社会的カテ
ゴリーによって内集団と外集団を区別した場合には、外集団の成員であるとい
うだけでは実質的な脅威とはならないであろう。その場合には、単に外集団成
員であるという理由だけで再親和を求めなくなってしまうのは、社会的なつな
がりを得る機会を逸してしまっているとも言える。それでは、社会不安の高い
人々も、外集団成員に対して再親和を求められるようになるには、どのような
要因が必要なのであろうか。本研究ではこの点を検討するにあたり、集団類似
性の知覚に着目する。
集団類似性とは、集団内の成員同士の類似性を指す。これまでの研究から、
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社会的排斥経験後には集団の類似性の知覚が高まり (津村・村田, 2016)、外集団
と内集団を峻別できるようになることが示されている (Sacco, Wirth, Hugenberg,
Chen, & Williams, 2011)。これは、被排斥経験後に再親和を求めるにあたって、
自身を受容してくれる可能性の高い相手を見極めるためだと考えられている。
このように排斥を受け集団類似性の知覚が高まり外集団と内集団を峻別するよ
うになった結果、高社会不安者は外集団をより脅威だと知覚してしまう可能性
がある。そのため、外集団成員に対して再親和を求めなくなったと考えられる。
社会不安の高い人々も、常に相互作用を避けようとしているわけではなく、
他者と相互作用を取りたいという欲求と相互作用に対する不安の間で葛藤を感
じている (Kashdan, Elhai, & Breen, 2008)。よって、再親和における不安を取り除
ければ、社会不安の高い人々も外集団成員に対して再親和を求められると考え
られる。上述のように、高不安者が外集団成員に対して再親和を求めないのが、
集団類似性の知覚の亢進に原因があるとするのであれば、以下のように予測が
できる。すなわち、外集団の類似性を低く知覚し外集団の多様性を知覚すると、
外集団に対する脅威の知覚が低減し、外集団成員に対して再親和を求める程度
が高まるだろうと予測される。
2.4 本研究の目的
以上を踏まえ、本研究では集団類似性の知覚の程度を操作し、特に高社会不
安者において外集団の類似性の知覚が低減する (i.e., 外集団の多様性を知覚す
る) ことで、外集団成員に対する再親和が促進されるのか、心理学実験を用い
て検討する。具体的には、ドット数推量課題を用い集団成員性に関する教示を
与え、集団の類似性知覚の操作を行う。また、サイバーボール課題によって参
加者に被排斥経験をしてもらい、外集団成員あるいは内集団成員に再親和を求
める程度を測定する。
3. 方法
3.1 実験参加者と実験計画
大学生 77 名 (男性 21 名、女性 56 名; 年齢 M = 18.3, SD = 0.8) が実験に参加
した。実験計画は 2 (社会不安: 低群／高群) × 2 (類似性知覚: 低類似性／高類似
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性) の参加者間計画であった。社会不安については、実験の冒頭で測定した日
本版他者からの否定的評価に対する社会的不安 (FNE) 尺度短縮版 (笹川他,
2004) の得点を連続変量として分析に用いた。
なお、実験参加者にはあらかじめ実験についての説明を行い、同意を得たう
えで実験に参加してもらった。
3.2 手続き
実験の概要は、以下の通りである。各手続きの詳細は、後述する。
大学のパソコン教室で、一斉に実施された。参加者にはカバーストーリーと
して、個人的特徴や想像力が意思決定課題の遂行に及ぼす影響に関する研究で
あると教示した。初めに、日本版 FNE 尺度短縮版 (笹川他, 2004) を用いて参加
者の社会不安の程度を測定した。次に、架空の個人的特徴を判定するための課
題として、ドット数推量課題に取り組んでもらった。この課題により、2 種類あ
る情報処理のスタイル（アンダー・エスティメーター／オーバー・エスティメ
ーター）のうち、いずれかに分類可能であると教示した。課題終了後、判定結
果は次のゲームの後にフィードバックされると伝えた。続いて、想像力のトレ
ーニングのゲームとして、サイバーボール課題に取り組んでもらった。ここで、
参加者全員に被排斥経験を与えた。サイバーボール課題後、ドット数推量課題
の判定結果として、全ての参加者に対してアンダー・エスティメーターであっ
たと教示した。判定結果のフィードバックに続いて認知スタイルに関する説明
を行ったが、その内容を変えることで、集団類似性の知覚の程度を操作した。
最後に、実験の最後に行う意思決定課題は他の参加者と一緒に取り組むもので
あるが、アンダー・エスティメーターの人とオーバー・エスティメーターの人
のどちらと一緒に課題に取り組みたいと思うか評定を求めた。オーバー・エス
ティメーターの人と一緒に課題に取り組みたいと思う程度を、外集団成員に対
する再親和欲求の程度とした。実際にはこの意思決定課題は実施されず、デブ
リーフィングを行い、実験は終了した。
3.3 集団成員性の設定、および類似性の知覚の操作
最小条件集団パラダイムの一つであるドット数推量課題 (Dot Estimation
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Task) (Tajfel, 1970; Tajfel, Billig, Bundy, & Flament, 1971) を援用し、社会的カテゴ
リーを設定した。この課題は、パソコン画面上に瞬間的 (800 ms) に表示された
黒点の数を推量するもので、全 8 問が課された。参加者には画面上に表示され
た点の数を推量し、その回答をパソコンで入力するよう求めた。カバーストー
リー上では情報処理の個人差 (認知スタイル) を測定するための課題であると
しが、
「認知スタイル」は架空のものであり、実際には存在しなかった。この課
題における回答の傾向から、実際の数よりも多く推測する傾向のあるオーバー・
エスティメーター (Over-estimator) か、実際の数よりも少なく推測する傾向の
あるアンダー・エスティメーター (Under-estimator) に分類されると伝えた。
サイバーボール課題後、実際の回答とは無関連に、ドット数推量課題の結果
アンダー・エスティメーターであると判定されたと参加者に伝えた。また、課
題の結果をフィードバックした次の画面では、認知スタイルに関する簡単な説
明が記載されていたが、その内容によって低類似性条件と高類似性条件に分け
られた。低類似性条件では、
「同じ認知スタイルの人でも異なった判断や決定を
する場合も多く、性格にも異なる点が見られる」という内容が記載されていた。
対して、高類似性条件では、
「同じ認知スタイルの人は似た判断や決定をしやす
く、性格にも多くの共通点が見られる」という内容が記載されていた。これら
の文章による教示に加えて、類似性に関する視覚的な手がかりも与えた。具体
的には、性格特性の分布のイメージ図として、オーバー・エスティメーターの
人の中で「大胆な人」がどのように分布しているのかを表すグラフを例示した。
低類似性条件では分布の裾が広いグラフを呈示し、高類似性条件では分布の裾
が狭いグラフを呈示した（図 3-1, 3-2）。
3.4 被排斥状況の設定
サイバーボール課題を通じて、全ての参加者に被排斥経験をしてもらった。
この課題は参加者とコンピュータープログラムのプレーヤー2 名の計 3 名で行
うキャッチボールゲームで、パソコン上で行われた。参加者には、視覚的なイ
メージを作るトレーニングであり、相手のプレーヤーはコンピューターのプロ
グラムであると教示した。すべての参加者に、ゲームの序盤に 2 回ボールが回
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図 3-1. 低類似性条件で呈示したグラフ
註）図中の出典はグラフの信憑性を高めるために付したもので、実在しないものである。

図 3-2. 高類似性条件で呈示したグラフ
註）図中の出典はグラフの信憑性を高めるために付したもので、実在しないものである。
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ってきた以降は全くボールが回ってこない、という経験を与えた。
3.5 外集団成員に対する再親和欲求の程度の測定
最後に実施する意思決定課題は他の参加者と一緒に取り組むものであるが、
オーバー・エスティメーターの人とアンダー・エスティメーターの人のどちら
と一緒に取り組むのかを参加者が選択することができる、と教示した。そして、
課題のパートナーを決めるため、どちらの認知スタイルの人と取り組みたいと
思うか「アンダー・エスティメーターの人」(1 点) から「オーバー・エスティ
メーターの人」(6 点) の 6 件法の両極尺度で尋ねた。この指標の値が大きいほ
ど、外集団に対する再親和欲求の程度が高いと考えられる。なお、参加者には
この課題の内容について詳しくは説明しなかったが、どちらの人と課題に取り
組んでも課題の遂行において有利・不利は無いと伝えた。
3.6 類似性知覚の操作チェック
外集団成員に対する再親和欲求の程度の測定後、実験に関するアンケートに
回答してほしいと伝え、そこで集団類似性知覚の操作チェックを行った。具体
的には、
「同じ認知スタイルの人同士は、全体的に似ていると思う」、
「同じ認知
スタイルの人は、価値観や意見が一致していると思う」の 2 項目に、
「全くあて
はまらない」(1 点) から「とてもあてはまる」(7 点) の 7 件法で評定を求めた。
4. 結果
4.1 分析対象者
実験に関するアンケートにおいて、自身の認知スタイルの判定結果を正しく
答えられなかった 1 名の実験参加者を、分析対象者から除外した。その結果、
低類似性条件の参加者は 39 名（男性 10 名、女性 29 名）、高類似性条件の参加
者は 36 名（男性 9 名、女性 27 名）となった。
4.2 類似性知覚の操作チェック
類似性知覚の操作チェックに用いた 2 項目 (5 件法; r = .66, p < .001) を合算
し、類似性知覚の指標とした。この指標を従属変数、社会不安（連続変量, M =
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3.25, SD = 0.90）、類似性知覚（低類似性条件 = 0, 高類似性条件 = 1）、およびこ
れらの交互作用項を独立変数とする重回帰分析を行った (表 4)。分析の結果、
類似性知覚の主効果（β = .19, t(72) = 1.70, p = .093）と社会不安の主効果（β = .07,
t(72) = 0.59, p = .557）は有意ではなかったが、交互作用が有意であった (β = .24,
t(72) = 2.17, p = .034)。
交互作用が有意であったため、単純傾斜検定を行った。その結果、社会不安
の高群（+1SD）では類似性知覚の効果が有意で（β = .60, t(72) = 2.71, p = .008）、
低類似性条件よりも高類似性条件の方が、類似性知覚の指標が高かった。しか
し、社会不安の低群（-1SD）では類似性知覚の条件の効果が有意ではなく（β =
-.06, t(72) = 0.35, p = .731）、低類似性条件と高類似性条件の間で類似性知覚指標
に有意な差は見られなかった。なお、社会不安の効果は、低類似性条件（β = -.18,
t(72) = 1.17, p = .245）と高類似性条件のいずれにおいても有意ではなかった（β
= .31, t(72) = 1.86, p = .067）。
以上の結果より、社会不安の高い人においては、高類似性条件の参加者より
も低類似性条件の参加者の方が、集団の類似性知覚の程度が低かった。よって、
社会不安の高い人においては、集団類似性知覚の操作は有効であったと言える。
他方で社会不安の低い人では、低類似性条件と高類似性条件の間で、類似性知
覚の程度に有意な差が見られなかった。この結果から、低社会不安者において
は類似性の操作が有効ではなく、低類似性条件と高類似性条件の間で集団の類
似性知覚の程度に差が生じなかったと考えられる。
表 4. 各条件における集団類似性知覚の程度の予測値 (カッコ内は標準誤差)

低類似性条件

高類似性条件

社会不安低群（-1SD）

4.12 (0.26)

4.00 (0.24)

社会不安高群（+1SD）

3.73 (0.23)

4.70 (0.28)

4.3 外集団成員に対する再親和欲求の程度
外集団成員に対する再親和欲求の程度の指標 (6 件法) を従属変数、社会不安
（連続変量）
、類似性知覚（低類似性条件 = 0, 高類似性条件 = 1）、およびこれ
らの交互作用項を独立変数とする重回帰分析を行った (図 4)。分析の結果、社
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会不安の主効果（β = -.10, t(72) = 0.90, p = .371）、類似性知覚の主効果（β = -.21,
t(72) = 1.85, p = .069）、および交互作用（β = -.13, t(72) = 1.15, p = .254）は有意で
はなかった。
交互作用は有意ではなかったものの、単純傾斜検定を行った。その結果、社
会不安の高群（+1SD）では類似性知覚の効果が有意であった（β = .35, t(72) =
2.10, p = .039）が、社会不安の低群（-1SD）では有意ではなかった（β = -.08, t(72)
= 0.48, p = .630）。社会不安の効果は、低類似性条件（β = .03, t(72) = 0.19, p = .853）
と高類似性条件（β = -.24, t(72) = 1.39, p = .170）のいずれにおいても有意ではな
かった。
以上の結果より、社会不安の高い者においては、高類似性条件よりも低類似
性条件の方が、外集団成員に対して再親和を求める程度が高くなっていた。こ
れは、本研究の仮説に沿う結果であった。他方で社会不安の低い人においては、
低類似性条件と高類似性条件の間で、外集団成員に対する再親和欲求の程度に
有意な差は見られなかった。

6.00

外
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団
に
対
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和
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求

社会不安低群 (-1SD)
社会不安高群 (+1SD)

5.00
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3.00

2.00

1.00

低類似性

高類似性

図 4. 各条件における外集団に対する再親和欲求の程度の予測値 (エラーバーは標準誤差)
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5. 考察
本実験の目的は、特に社会不安の高い人において、集団の類似性の知覚を低
減させると外集団成員に対しても再親和を求められるようになるのか、検討す
ることであった。
5.1 操作チェックの結果
分析の結果、社会不安高群では、高類似性条件よりも低類似性条件の方が集
団の類似性を低く知覚していた。それに対して、社会不安低群では、低類似性
条件と高類似性条件の間で集団の類似性知覚の程度において有意な差が認めら
れなかった。この結果から、低社会不安者においては類似性の操作が有効では
なく、低類似性条件と高類似性条件の間で類似性知覚の程度に差が生じなかっ
たと考えられる。社会不安の高い人の間では類似性知覚の程度に差が生じたの
に対して、社会不安の低い人では実験操作が有効でなかったのはなぜなのであ
ろうか。
理由の 1 つに考えられるのは、社会不安の高い人と比べて、社会不安の低い
人においては被排斥経験後でも類似性の知覚が高まりにくい、という可能性で
ある。本実験での操作チェック項目に対する分析では、社会不安の単純傾斜は
有意ではなかったが、高類似性条件において社会不安高群よりも社会不安低群
の参加者の方が、類似性知覚の程度が低い傾向が見られた。この結果は、低社
会不安者は排斥されても集団を類似していると知覚していない、すなわち多様
性があると知覚していることを示唆している。被排斥経験後に、集団成員性を
はじめとする受容と排斥に関わる社会的カテゴリーの類似性を高く知覚するの
は、再親和を得るために受容の可能性の高い他者を見極めるためであると考え
られる。つまり、社会不安の低い人が排斥を経験しても集団を類似していない
と知覚するのであれば、低社会不安者は被排斥経験後に受容の可能性の高い他
者を見極める必要性が（高社会不安者と比較して）低い、という解釈が可能で
ある。実際に、過去の研究においても、被排斥経験後に低社会不安者は、相手
の集団成員性にかかわらず再親和を求めていた (Tsumura & Murata, 2015)。本研
究や先行研究では、被排斥経験後における集団類似性知覚の変化に対する社会
不安による調整効果を予測しておらず、この点については検討できていない。
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低社会不安者が排斥を経験した後に、集団の類似性をどのように知覚するよう
になるのかについては、今後の検討課題である。また、本研究で用いた社会的
カテゴリーは集団成員性のみであり、上述のような傾向も集団の類似性知覚の
みに限られるのか、受容と排斥に関わる他の社会的カテゴリー（e.g., 笑顔と怒
り顔）での類似性の知覚についても検討する必要があるだろう。
5.2 外集団成員に対する再親和欲求の程度
社会不安の低い人においては、低類似性条件と高類似性条件の間で、外集団
成員に対する再親和欲求の程度に有意な差は見られなかった。これは、社会不
安低群で類似性知覚の操作が有効ではなかったためであると考えられる。
Tsumura & Murata (2015) では、社会不安の低い人は、相手が外集団の成員であ
っても内集団の成員であっても再親和を求めていた。本研究の結果と併せて鑑
みると、社会不安低群では低類似性条件と高類似性条件のいずれにおいても、
外集団成員に対して再親和を求めていた、と解釈できるであろう。
他方の社会不安の高い人においては、高類似性条件よりも低類似性条件の方
が、外集団成員に対して再親和を求める程度が高くなっていた。社会不安高群
の低類似性条件における再親和欲求の指標（M = 4.64, SE = 0.41）は中点よりも
有意に高い（t(72) = 2.76, p = .007, r = .31）ことから、外集団を類似していない
と知覚すると被排斥経験後の再親和欲求が高まる、という仮説に沿った結果で
あったと言える。
5.3 実験結果のまとめと今後の展望
実験の結果、社会不安の高い参加者においては、高類似性条件よりも低類似
性条件の方が、類似性知覚の指標が低く、また、外集団成員に対して再親和を
求める程度が高かった。この結果は本研究の仮説を支持するもので、被排斥経
験後に集団類似性の知覚を低減させると、外集団に対しても再親和を求められ
るようになることを示唆している。他方で、社会不安の低い参加者においては、
類似性知覚の指標と外集団に対する再親和欲求の程度のいずれにおいても、高
類似性条件と低類似性条件の間に有意な差が見られなかった。本研究や先行研
究（津村・村田, 2016）の実験から示されたのは、社会不安の低い人は被排斥経
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験後に、内集団に対しても外集団に対しても再親和を求める、という結果であ
った。本研究の目的は（特に社会不安の高い人において）どのような相手であ
れば再親和を求められるのか検討することであり、この目的に照らし合わせれ
ば、社会不安の低い人々は内集団に対しても外集団に対しても再親和を求めら
れるという結果は、本研究の目的にもとるような結果ではなく、大きな問題で
はないだろう。
また、社会不安の高い人でも、内集団成員、あるいは類似性の低い外集団の
成員に対しては、再親和を求めようとしていた。この研究知見はこれまでの研
究で示されてこなかったものであり、意義のあるものであると考えられる。し
かしその一方で、本研究には限界点も存在する。実験では、被排斥経験後に他
者と共に実験課題に取り組みたいと思うか尋ねており、被排斥経験後の再親和
の意図を測定した。そのため、被排斥経験後に社会不安の高い人が実際に他者
と社会的なつながりを構築できるか、という点についてまでは検討できていな
い。社会不安の高い者は、社会的スキルの自己評価が低く (e.g., 原田・島田,
2002)、他者から否定的な印象を持たれやすい (Papsdorf & Alden, 1998) 。よっ
て、再親和を求めようとしても社会的関係をうまく構築できない、といった事
態も起きかねない。この点に関しては、今後十分に検討すべき課題であろう。
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Fostering Autonomous Learners in English Education in Japan
NAKATAKE, Maiko
1. Introduction
The University Reform Action Plan announced by the Ministry of Education,
Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) in June 2012, identified those who
pursue lifelong learning and can think and act proactively as essential to cultivate
the English abilities required to respond to a dramatically changing society. Today,
Japanese universities are required to respond to this reform by fostering those who
can respond to globalization. In recent years, various reforms in English education
have recognized the importance of autonomy in language learning in achieving these
aims (e.g., Nakatake & Sakurai, 2016; Sato, Nakatake, Satake & Hug, 2015) and
consequently, fostering autonomous learners is now required across the whole of
Japanese university education. However, how learner autonomy is developed and
fostered in English education is not yet clear. To achieve this ambition it is essential
to first understand the concept of autonomy and autonomous learners. This paper
provides a brief overview of the concept of autonomy and autonomous learners and
discusses the importance of helping students become autonomous in language
learning. This paper also reports on two approaches to fostering autonomous learners
in university English education in a liberal arts course.
2. Autonomy and autonomous learners
Autonomy has been defined by many researchers to date. One of the most
representative definitions of autonomy in language learning is provided by Holec,
who defines autonomy as “the ability to take charge of one’s own learning” (1981,
p.3). Holec elaborates this definition as follows:
To take charge of one’s own learning is to have, and to hold, the
responsibility for all the decisions concerning all aspects of this learning,
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i.e.:
−determining the objectives;
−defining the concepts and progressions;
−selecting methods and techniques to be used;
−monitoring the procedure of acquisition properly speaking (rhythm,
time, place, etc.);
−evaluating what has been acquired.
The autonomous learner is himself capable of making all these decisions
concerning the learning with which he is or wishes to be involved.
(Holec, 1981, p.3)
Benson (2001) defines autonomy in the context of language learning as “the capacity
to take control of one’s own learning” (p.47) based on his idea that “the construct of
‘control’ appears to be more open to investigation than the constructs of ‘charge’ of
‘responsibility’”(p.47) and lists three levels of control: learning management
(learning behavior), cognitive processes (psychology of learning) and learning
content (learning situations). These three levels of control are not independent but
interdependent. Little (1991) describes the concept of autonomy by complementing
Holec’s definition of autonomy from the psychological perspective as follows:
Essentially, autonomy is a capacity−for detachment, critical reflection,
decision-making, and independent action. It presupposes, but also entails,
that the learner will develop a particular kind of psychological relation to
the process and content of his learning. The capacity for autonomy will be
displayed both in the way the learner learns and in the way he or she
transfers what has been learned to wider contexts (p.4).
Little (2002) mentioned that autonomous learners can be interpreted as those who
“explicitly accept responsibility for their own learning and exercise that
responsibility in a continuous effort to understand what, why and how they are
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learning, and with what degree of success” (p.186). Little (1991) also argues that
autonomy takes different forms for different individuals or even for the same
individual in different contexts of learning or at different times as follows:
It is true, of course, that we recognize autonomous learners by their
behavior; but that can take numerous different forms, depending on their
age, how far they have progressed with their learning, what they perceive
their immediate learning needs to be, and so on. Autonomy, in other words,
can manifest itself in very different ways (p.4).
Although the definition of autonomy in language learning differs according to the
researchers, the following are common features.
(1) Learners should take responsibility for their own language learning.
The reason for this is that all learning, in all cases, is something that can
only be done by the learner themselves, and that even when school
education is over, the learner is required to develop the ability to
continue studying.
(2) Taking responsibility means taking personal ownership of part or all of
the many processes that have hitherto traditionally been performed by
a teacher, including deciding the purpose of learning, selecting the
methods of learning, and evaluating achievement.
(Littlewood, 1999, p.71)

To comprehensively describe the concept of autonomy, Sinclair (2000)
subdivided the characteristics of autonomy into 13 aspects.
(1) Autonomy is a construct of capacity
(2) Autonomy involves a willingness on the part of the learner to take
responsibility for their own learning
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(3) The capacity and willingness of learners to take such responsibility is not
necessarily innate
(4) Complete autonomy is an idealistic goal
(5) There are degrees of autonomy
(6) The degrees of autonomy are unstable and variable
(7) Autonomy is not simply a matter of placing learners in situations where
they have to be independent
(8) Developing autonomy requires conscious awareness of the learning
process, i.e. conscious reflection and decision making
(9) Promoting autonomy is not simply a matter of teaching strategies
(10) Autonomy can take place both inside and outside the classroom
(11) Autonomy has a social as well as an individual dimension
(12) The promotion of learner autonomy has a political as well as
psychological dimension
(13) Autonomy is interpreted differently by different cultures
These characteristics of autonomy advocated by Sinclair (2000) offer a very
important viewpoint in correctly understanding the concept of autonomy. One point
that must be noted in understanding the concept of autonomy is that autonomy does
not mean self-instruction completely independent of a teacher, or individual learning
without considering relationships with others (Aoki & Tanaka, 2011; Little, 1990;
Ozeki, 2010). Therefore fostering autonomy is not simply a matter of leaving
learners alone without instruction. As noted in (3) above, autonomy is not an
inherited trait. Rather, “it can be acquired through the intervention of education”
(Kojima, 2010, p.136). Therefore, an important point for fostering autonomy is how
the instructor interacts with the learner. The instructor is required to understand the
various aspects of the autonomy concept, and instead of the role of a conventional
‘instructor’, they must play the role of a facilitator or supporter, providing
scaffolding to enable the learner to engage proactively with English learning both in
and outside the classroom.
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Ozeki (2010) mentions that “the definition of the autonomy defined by Holec
and Benson is very similar to the definition of metacognition (metacognitive
knowledge and metacognitive behavior) in cognitive psychology” (p. 91) and she
defines an autonomous learner as “a learner with metacognition” (p. 93). In fact,
metacognition is considered as an essential factor for becoming an autonomous
learner (Chamot, Barnhardt, El-Dinary, & Robbins, 1999; Wenden, 1998).
Furthermore, Ozeki also considers that autonomy includes “autonomy as a language
user”, and she offers the view that an autonomous learner as a language user is one
who “has a strong consciousness of adopting the ability and attitude required for
language use, proactively seeking opportunities to use the target language and put it
into action” (p. 129). Autonomous learners must take responsibility for their own
learning, actively engage in selecting and deciding learning content and methods,
and strive to develop autonomy while reflecting on and evaluating the processes and
outcome of their learning.
3. The Importance of Fostering Autonomous Learners
In English education in Japan, fostering autonomous learners is considered
to be important for the following reasons. Japanese university students who learn
English vary widely in their interest and curiosity, their attitudes toward learning
English, their objectives, the English ability they want to obtain, and the required
English ability for the future. In order for each learner to achieve their goals and to
undertake English learning that meets their needs both in and outside the classroom,
it is essential to foster autonomous learners. It is also necessary to respond to the
social requirement for universities to cultivate Japanese who can use English. In the
Japanese EFL (English as a foreign language) environment, it takes quite a long time
for Japanese learners to gain the high-level of English proficiency required to use
English for work which was advocated in the Action Plan to Cultivate “Japanese
with English Abilities” announced by the MEXT in 2003. However, the time devoted
to English lessons at university is limited, so it will be very important to foster people
who can proactively learn both in and outside the class, and who can independently
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continue to learn even after their school education ends. It is necessary for Japanese
English learners to engage autonomously in order to achieve the maximum results
in the limited learning time available in the Japanese EFL context. In addition, as
Ozeki (2010) points out, “Learners who use a simple approach to learning (a strategy
of translating and memorizing) regard their own role in learning as passive, and
frequently they can only achieve a low level in academic fields”, and “When learners
take responsibility for their own learning, their motivation improves” (p. 94). These
cognitive and psychological reasons are also important for fostering autonomous
learners.
4. Approaches to Fostering Autonomous Learners
This section will introduce my attempts to foster autonomous learners in
English education in a liberal arts course: learning portfolio and the use of ICT. In
addition, the students’ responses to each approach will be briefly reported based on
the questionnaire results.
4.1 Learning portfolio
This section presents the findings of the approach using learning portfolios in
English reading classes in university liberal arts course as a means of fostering
autonomous learners (see Nakatake & Sakurai, 2016, for more details). In this
example, learning portfolios were introduced on a pilot basis in four reading classes
for first-year university students at different levels of proficiency.
The design of the portfolios made reference to previous studies such as the
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning,
teaching, assessment) (2001), an autonomous learner development program
developed as secondary language acquisition research, and the earlier research of
Smolen, Newman, Wathen and Lee (1995), Pressley and Afflerbach (1995), and
Mineishi (2002) who introduced portfolios for developing English learners’ reading
skills. The learning portfolios incorporated the elements of both working portfolios
and assessment portfolios discussed by Danielson and Abrutyn (1997). The working
portfolio involves the element of keeping materials collected by the learner.
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Specifically, it enables the entry before class of preparatory learning records, records
of joint learning in classes, and records of tests after classes. The assessment
portfolio is a record of what the learner studied themselves in the subject, including
self-reflection on whether the targets for the subject were achieved, and what the
learner understood or did not understand.
The structure of the portfolio used in this example has the following three
parts.
Part 1
-

Statement of goals

-

Evaluation of whether the goals set before the course have been
achieved (5-point Likert scales)

-

Free format for writing the goals for English learning (“What is your
goal for English learning for in this class?”)

-

Free format for writing English learning strategies (“How will you
study to achieve the goal?”)

-

Free format for writing how to solve English learning problems
(“What will you do if your learning does not go as planned?”)

Part 2
-

Record of learning in classes (answers to questions, scores in short
tests, cooperative learning worksheets)

-

Achievement of goals for each class (including free format for writing
what was and was not understood)

-

Planning for self-study after classes

-

Report on self-study from the previous class

-

Restatement of goals

-

Evaluation of whether the goals set were achieved by the end of the

Part 3
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course (5-point Likert scales)
-

Free format for writing the goals for English learning (“Have you
achieved your goals for English learning?”)

-

Free format for writing English learning strategies (“How did you
study to achieve the goal?”)

-

Free format for writing how to solve English learning problems
(“What did you do if your learning did not go as planned?”)

Part 1 is completed after explaining the outline of the subject, the goals,
evaluation, class plan, how to make a portfolio and so on in the first lesson. Part 2 is
used in all of the classes, and Part 3 is filled in after a general review of the subject
in the last lesson.
To analyze the effects of this approach, the content of the learning portfolio
itself and its effectiveness can be examined from various perspectives. However, in
this paper, I focus on how the learners perceived the effectiveness of the learning
portfolio from the perspectives of (1) learning in class, (2) learning outside the class,
and (3) learning after the course.
The questionnaire revealed that many learners valued learning portfolios for
learning in class, whereas they were not viewed so favorably for learning outside
class. Furthermore, their effectiveness for general English learning after the course
was largely viewed favorably, and there were cases where the free format responses
suggested that learners were motivated toward autonomous growth.
Regarding the effectiveness of learning portfolios for English learning, using
the learning portfolio after the course was considered more favorable than learning
outside class. Learners who answered “Yes” and “Yes, somewhat” in the free format
responses gave diverse reasons, but many wrote that they could look back at their
own efforts during the course and set targets for future English learning. Examples
include “I think that I can now read English texts that are written for learning, so
now I want to be able to understand natural English”, “I think I understand how to
study now, so I want to read English in genres that I enjoy” and so on. In addition,
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the textbook aimed to foster reading skills through understanding different cultures
to stimulate their interest. Many targets were set including; “This class made me
interested in other countries, so one day I want to go there and try communicating in
English”. Learners setting new goals themselves can be considered to be related to
the pedagogical, cognitive and psychological importance of this aspect of
developing autonomous learners identified by Ozeki (2010). Ozeki (2010) identified
the following as important from a pedagogical viewpoint in fostering autonomous
learners; “Adult learners have diverse needs, which cannot be satisfied with school
education alone” (p.94), and “It is also necessary for learners to study English by
themselves outside class, according to their own needs” (p.94). Another factor
identified by Ozeki (2010) as important from a cognitive and psychological
perspective is “when learners take responsibility for their own learning, it raises their
motivation” (p.94). The questionnaire indicated that when the learners themselves
set new English learning targets based on their learning portfolios, it can be assumed
that the learning portfolios motivated them to undertake new learning through selfreflection during the course, representing their first step towards becoming
autonomous learners.
There was also a tendency for the learning portfolio to affect different aspects
of the learner depending on their proficiency. More proficient learners wrote more
precise and specific free format responses concerning learning methods and problem
solving within learning portfolios. This suggests that learners with high proficiency
who have already mastered learning strategies are able to clearly define problems
with English learning in their portfolio can identifying solutions, or in other words,
determine how best to study. However, learners with low proficiency can self-reflect
on if they have achieved their targets in each class in the free format response to
whether or not they understood the material. If this elicits motivation to learn by
solving the problem, since they have yet to learn how to study in order to overcome
the problem, the teacher needs to instruct the learner on the specific problem.
Portfolios are effective from the point of view of both the learner and teacher in
recognizing that learners have diverse proficiency and problems that need to be
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addressed.
4.2 The Use of ICT –TED Talks–
In English education, the use of ICT (Information and Communication
Technology) is expected to promote autonomous learning outside the classroom
(Yoshida, Matsuda, Uemura, & Nozawa, 2008). In this section, the approach using
TED Talks will be presented as a means of promoting autonomous learning outside
the classroom.
TED stands for Technology, Entertainment and Design and started in 1984 as
a conference under the slogan “Ideas worth spreading”. In TED conferences, expert
speakers with varied backgrounds give a presentation on various topics. TED
conferences cover a wide range of topics from science to business to global issues.
TED Talks deliver more than 2000 videos to the world for free.
Before describing the details of this approach, the reasons for adopting TED
Talks as a means of promoting students’ autonomous learning are presented. One
advantage of TED Talks is accessibility. TED Talks are available not only on the
website but also on the smartphone or tablet by downloading a TED application from
the Internet. Therefore, students can watch a TED Talk from anywhere and at
anytime. The second point is that students can learn authentic English. In the TED
conference, expert speakers with diverse linguistic and cultural backgrounds in
various fields including non-native-English-speakers give a presentation in a variety
of English. Taking the importance of learning EIL (English as an international
language) for communication among people from various linguistic and cultural
backgrounds into consideration, TED Talks are useful materials that can provide
authentic English for students. The third point is that TED Talks are available in
multilingual subtitles and transcripts and students can learn English in the
multilingual and multicultural context. Learning English in the multilingual and
multicultural context is important to cultivate students’ multiple perspectives and
develop their attitudes to understand and respect diversity. The last point is that TED
Talks share influential and cutting-edge ideas from various disciplines. Presentation
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on what is going on in society now can evoke students’ interest and increase the
willingness to learn more.
Next, the details of this approach are provided. In this approach, students are
required to watch at least one TED Talk, keep a TED conference diary, and submit
the diary to the instructor in class every week. Expecting students to take their own
initiative, no detailed directions for watching TED are provided in advance.
Regarding a TED conference diary, students are required to write about the content
of the TED Talk and their opinions on it. In addition to this, students are asked to
take notes for words or expressions to remember in the TED Talk so that they can
pay more attention to English in the environment in which they watch. The diary can
be written in either English or Japanese according to the students’ choice. After the
students’ diaries are submitted, detailed comments and feedback on their writing are
provided with each student’s diary. Besides responding to the students’ comments,
detailed comments on the students’ writing is also provided pointing out areas where
they lacked clarity or coherence or needed more explanation. When the diary is
written in English, the student’s grammatical errors are corrected. The TED
conference diary functions as a learning portfolio for each student.
The informal questionnaire conducted at the end of the semester indicated
that students on average responded positively to English learning with TED Talks.
One effect of this approach is to develop students’ learning strategies. In the written
comments section of the questionnaire, some students remarked that “Watching a
TED video everyday become standard habit”, other students commented that “I
watch a TED video with Japanese subtitle at first, the second time with English
subtitle, and the last time without subtitle, which enables me to check my
understanding step by step.”
These comments indicated that this approach can encourage students’ use of
metacognitive strategy（i.e. knowledge about learning）in particular. Another effect
of learning with TED Talks is students’ active involvement in English learning. Their
sense of achievement in English learning were observed in students’ written
comments of the questionnaire as follows: “Because I choose a TED Talk I want to

－ 115 －

watch based on my interest and curiosity, I strongly feel that I am proactive in
studying English, instead of being forced to study.” “I feel that not only my English
has improved but also expanded my view about the world.” “This is my first time
that I could enjoy learning English. Through watching TED Talks, I realized that I
could broaden my perspectives. I want to learn English more and want to have
proficiency in English.” Some students reported their English writing development.
Their comments reveal positive learning experiences and positive attitudes towards
future English learning. As mentioned above, TED Talks in which expert speakers
from various cultural backgrounds give a presentation on diverse topics in English
enables the students to be exposed to various cultures, values, and ideas. In addition,
through writing a TED conference diary in English every week, students can develop
their ability to express their opinions by understanding and respecting diversity as
well. Therefore, learning with TED Talks can develop students’ understanding of
different cultures, values, and ideas while improving their English. Furthermore,
teacher feedback on the students’ TED conference diary can contribute to
improvement not only in students’ English but also in their motivation for continuous
autonomous learning.
5. Conclusion
Autonomy is one of the key learner factors for successful language learning and
learner development in English education. Because the approach to learning varies
considerably by individual, there ought to be a variety of options for learning. There
is no one size fits all for language learning and autonomy may prove the difference
between success and failure in language learning. In addition, autonomy in language
learning is vital in that language, whether it is their native or foreign language,
should be learned for a lifetime. Even the native speakers do not know all the words
in their language and sometimes fail to use their native language appropriately, to
say nothing of foreign language with different culture and society. For lifelong
autonomous learning, as mentioned earlier, learners need to develop skills related to
self-management, self-monitoring and self-assessment, actively being involved in
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their learning process. In learners’ learning process, an important role of teachers is
to provide appropriate scaffolding so that learners can develop their autonomy. In
this sense, it is important to cultivate teachers’ ability and willingness to foster
autonomy among their students and support the development of the autonomy of
their students. In addition, teachers are required to evaluate not only the outcome of
students’ learning but also their learning process by incorporating their voices in the
process of language teaching.
Needless to say, autonomy is of great importance not only in English
education but also in education in general. As Benson (2001) argues, “when learners
succeed in developing autonomy, they not only become better language learners but
also develop into more reasonable and critical members of the communities in which
they live” (p.1). Fostering autonomous learners can be regarded as a legitimate and
desirable goal of education as a whole.
Notes
All the quotations from Japanese literature in this paper were translated into English by the author.
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卒業時アンケートから推定される身につけた力と満足度の関係
山本 美紀
横山 明子
1. はじめに
近年、大学教育の質保証を目指した活動の共通点として、「質保証の客観的
なエビデンス（証拠）および、それに基づいた改善サイクル（PDCA サイクル）
が求められている」（松田，2014）ということが指摘されている。このエビデ
ンスとして、卒業時アンケート調査による学習目標の達成度・能力の向上度・
大学への満足度、または、教育改革の直接的な効果を測る授業アンケートの実
施など（髙橋・小原・松浦，2017）が大学教育の改善サイクルに取り入れられ
ている。一方、学生の大学に対する満足度を向上させることによって、学習意
欲を促進し、退学者を減少させることは急務とされ（田川，2011）、各大学は
教育改革を積極的に行っている。
大学生活の満足度を規定する要因として、見舘ら（2008）は、「教員とのコ
ミュニケーション」が「学習意欲」を高め、さらに「大学生活の満足度」へ影
響を与えることを明らかにしているが、「教員の教え方」や、「授業内容」等
までは調査されていない。近年、21 世紀型能力として、大学教育においては「主
体的に変化に対応し、自ら将来の課題を探求し、その課題に対して幅広い視野
から柔軟かつ総合的な判断を下すことのできる力」が求められている（平成 10
年の大学審議会答申「21 世紀の大学像と今後の改革方策について」）。この 21
世紀型能力に関して、鈴木ら（2015）は、建学理念に基づく個性的な教育が大
学生活の満足度を押し上げ、学生が正課活動と課外活動の両面を通して文部科
学省の提言する 21 世紀型能力を身につけることを示している。しかし、身につ
けた力と満足度の関係についてはまだ明らかにされていない。
そこで、本稿では、平成 28 年度卒業予定学生を対象として実施された卒業時
アンケートの調査結果を分析し、身につけた力と満足度の関係を明らかにする
ことを目的とする。また、ある特定の能力を身につけることによって、学生の
満足度を高める可能性があるのかを明らかにする。具体的には、卒業予定の学
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生がどのような力（能力）が身についたと自覚し、その力を身につけることで
どのような満足感を得ることに繋がるのかを構造方程式モデルによって可視化
する。これによって、身につけた力と満足度の因果モデルが大学教育の質保証
を目指した教育改革、授業改善にエビデンスとして活用されることを期待する。
2. 方法
2.1 調査方法
本調査は、Ｔ大学理工系学部、医療系学部、経済系学部の 3 学部 6 学科の平
成 28 年度卒業予定学生を対象とし、平成 29 年 2 月から平成 29 年 3 月までの期
間、卒業研究発表会などで教室にてアンケート用紙に回答を記入する形式で実
施した。調査対象学生数及び実際の回収された回答数、回答率は表 1 に示す通
りである。
表 1 学生数、回答数、回答率
全体

理工系

医療系

経済系

学生数

370

233

81

56

回答数

334

222

67

45

回答率

90%

95%

83%

80%

2.2 調査項目
この調査は、大学生活、授業等に関する満足度及び身につけた力についての
得点形式の調査項目 30 問からなる。さらに、満足度については各調査項目に対
して「満足したこと」と「不満に思ったこと」を自由記述形式で回答を求めた。
本稿では、その中から以下の調査項目を分析対象としている。
（１）大学生活、授業等に関する満足度に関する調査項目
「問 2. Ｔ大学での大学生活について」、「問 3. 総合基礎の授業内容」、「問
4. 専門教育の授業内容」、
「問 5. 卒業研究に関して」、
「問 6. 教員の教え方」、
「問 27. 卒業後の進路」、「問 29. 教職員による就職支援」の 7 項目に関して、
4 件法（4：とても満足、3：満足、2：少し不満、1：非常に不満）で回答を求
めた。
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（２）身につけた力に関する調査項目
「問 11. 一般的な知識や教養」、「問 12. 専門分野の基礎的な知識」、「問
13. 外国語でのコミュニケーション能力」、「問 14. 日本語での文章表現の能
力」、「問 15. プレゼンテーションの能力」、「問 16. 数理的な能力」、「問
17. コンピュータの操作能力」、「問 18. 知識や技能を活用して、問題解決す
る能力」、「問 19. 分析し、批判的に考える能力」、「問 20. 筋道をたてて説
明する能力」、「問 21. 自分から学習できる能力」、「問 22. リーダーシップ
の能力」、「問 23. 他人と協力して行動する能力」、「問 24. 新しい知識・技
術への好奇心」、「問 25. ねばり強く努力を続ける勤勉性」の問 11 と問 12 及
び問 24 と問 25 は 5 件法（5：増えた、4：少し増えた、3：変わらない、2：少
し減った、1：減った）、問 13 から問 23 の 11 項目については 5 件法（5：向上
した、4：少し向上した、3：変わらない、2：少し低下した、1：低下した）に
よって回答を求めた。
3. 分析と結果
3.1 身につけた力と満足度の記述統計量
大学生活、授業等に関する満足度と身につけた力について、各学部間で平均
値に差があるかを明らかにするため分散分析を行う。
分散分析において学部の１要因（3 水準）を独立変数とし、その条件下で群
間の平均値を比較する大学生活、授業等に関する満足度（問 2、問 3、問 4、問
5、問 6、問 27、問 29 の 7 変数）と身につけた力（問 11 から問 25 の 15 変数）
を従属変数とする。
まず、「すべての群間での母平均は等しい」という帰無仮説を立て、平均と
標準偏差を求め、分散分析の検定を行った。その結果は、表 2「大学生活、授
業等に関する満足度」、表 3「身につけた力」に示す通りである。ただし、「問
5. 卒業研究に関して」については、卒業研究が経済系学部では必修となってい
ないため、理工系学部と医療系学部の２標本で行っている。
大学生活、授業等に関する満足度（表 2）について、問 5 は有意水準 10%以
下で、問 27 は有意水準 5%以下で平均値に有意差があり、それ以外の質問項目
に対する満足度は有意差がないことを示している。すなわち、「問 5. 卒業研究
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に関して」、「問 27. 卒業後の進路」に関して、医療系学部は他の 2 学部に対
して満足度が低い傾向にあることが分かる。その理由として、医療系学部は国
家資格取得を目標としており、その受験期間とアンケート調査が同時期であっ
たことが、卒業や進路についての回答に影響したのではないかと考えられる。
よって、大学生活、授業等に関する満足度について、問 5、問 27 以外で仮説は
棄却されなかったが、学部による平均値に差が無いとは断定できない。
表 2 大学生活、授業等に関する満足度

*p<.10; **p<.05; ***p<.01
次に、身につけた力（表 3）について、問 19 は有意水準 1%以下で、問 18 は
有意水準 5%以下で平均値に有意差があり、また、問 12 から問 17 の 6 項目、問
21、問 25 は有意水準 1%以下で有意差があることを示している。すなわち、理
工系学部で学生は「問 16. 数理的な能力」、「問 17. コンピュータ操作能力」、
「問 18. 知識や技能を活用して、問題解決する能力」が向上したと認識してい
る傾向にあり、また、医療系学部では「問 12. 専門分野の基礎的な知識」、「問
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21. 自分から学習できる能力」、「問 25. ねばり強く努力を続ける勤勉性」が
向上したと認識している傾向、経済系学部では「問 19. 分析し、批判的に考え
る能力」が向上したと認識している傾向にある。しかし、医療系学部では、「問
13. 外国語でのコミュニケーション能力」、「問 14. 日本語での文章表現の能
力」は、学生の身についたという自覚が低い傾向にあることが明らかになった。
表 3 身につけた力

*p<.10; **p<.05; ***p<.01
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ここで、分散分析は、本来標本の大きさ（サンプルサイズ）が揃ったデータ
に適用されるものであるので、本稿のようにアンバランスな大きさのデータへ
適用すると、ミスリーディングな結果を導く可能性が無いとは言えない。しか
し、現状を反映した調査データに頼らざるを得ない状況では最善の分析方法で
あると考えられる、さらに統計的証拠の信頼性を高めるために今後の追跡研究
に期待したい。
以上より、大学生活、授業等に関する満足度の学部による平均値の差の有無
が断定できない、一方で、身につけた力については各学部の特徴もあり、平均
値に差があることが確認できた。しかし、分散分析では、身につけた力と大学
生活、授業等に関する満足度の各要因（変数）間の関係を示すことはできない
ので、これらの関係を明らかにするため、次に要因間の相関関係を示し（附表）、
これを基に共分散構造分析を行い因果モデルとして表す。これによって、身に
つけた力と大学生活、授業等に関する満足度がどのような関係を持つのかを推
定する。
3.2 身につけた力と満足度の構造方程式モデル
身につけた力と大学生活、授業等に関する満足度の各要因（変数）間の関係
を検討するに当って、まず、それぞれの相関関係を求めた。その結果、附表に
示すように、身につけた力及び大学生活、授業等に関する満足度のそれぞれの
変数間の相関係数は正の値が示された。一般に、相関係数が 0.7 以上を強い相
関、0.3 以上 0.7 未満を弱い相関、0.3 未満は無相関とされている。
本稿では、相関係数が 0.3 以上の相関関係にある双方の変数に着目し、共分
散構造分析を行った。因果（影響）の向きは、ブルーム・タキソノミー（教育
目標分類学）に基づき、知識、理解の基礎的レベルから応用、分析の応用的レ
ベルへと各能力の定着モデルを想定し、「一般的な知識や教養」、「文章表現
の能力」、「数理的な能力」などの基礎的な能力の向上が、「問題解決する能
力」、「分析し、批判的に考える能力」などの応用的な能力の向上に影響を与
え、これによって「自分から学習できる能力」、「他人と協力して行動する能
力」、「リーダーシップの能力」を身につけ、これらの学習や行動に対する価
値を自覚することによって「新しい知識、技術に対する好奇心」を高め、この
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過程で、いくつかの能力の向上が大学生活、授業等に関する満足度に影響を与
えるという仮モデルを想定して分析を行った。分析には、Bengt and Linda Muthén
によって開発された M-plus を使用した。
また、学部の影響を示すため、質的データ（名義尺度）の「理工系学部」と
「他の 2 学部」を数字（1/0）に変換し（ダミー変数化と呼ばれている）、身に
つけた力と大学生活、授業等に関する満足度の量的データと結合したデータを
用いた。 「理工系」とのパス上の数値は理工系学部の他の 2 学部に対する増分
を表している。
それぞれのパスの標準化係数と p 値を確認し、有意差のあるパスを残しなが
ら収束するまで分析を繰り返した。適合度の改善をもとに、最終的に導かれた
モデルを図 1 に示す。推定法は、最尤推定法を用いて解を求めた。
主な適合度指標は、χ2(177)=228.967、p=.005、GFI=.914、AGFI=.866、CFI=.980、
RMSEA=.031、SRMR=.052 と良好であり、このモデル（図 1）を受容できると
判断した。ここで、図 1 の片方矢印は因果（影響）の向きを表し、その上の数
値は標準化したパス係数（p <.01）であり因果の強さを表している。また、角丸
四角形の枠は身につけた力を表し，長方形は満足度を表している。各変数の枠
右上の数値は決定係数であり、どのくらい説明ができているかを示している。
e は残差係数であり、説明しきれずに残った影響を表している。
分析の結果、因果モデル（図 1）において、理工系学部は他の 2 学部に対し
て、「問 16. 数理的な能力」の向上に最も影響を与えていることが示されてい
る。一方、「問 21. 自分から学習する能力」に対しては負の影響を与えている。
すなわち、理工系学部は他の 2 学部に対して「問 21. 自分から学習する能力」
を身につけたという自覚が低い傾向にあると推定される。身につけた力におい
て、21 世紀型能力としてこの「問 21. 自分から学習する能力」に着目すると、
「問 11. 一般的な知識や教養」の増加が直接的に影響を与えていることが示さ
れている。また、「問 21. 自分から学習する能力」の向上によって「問 24. 新
しい知識・技術への好奇心」と「問 25. ねばり強く努力を続ける勤勉性」を身
につけたという自覚が高められていることが分かる。
また、教養教育の学びとして問 11、問 13、問 14 に着目し、さらに専門科目
を通じた幅広い知識と種々の応用課題へ取り組む力として問 18 に着目すると、
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問13 ． 外国語で
のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力

問11 ． 一般的
な知識や教養

理工系

.238

.462
.321
‐.259

.331

.172

.311

.425

問14 ． 日本語で
の文章表現の能力

.373

.218

e3

.271
.195

.292

.160
.185
.572
e14

e12

.229

問3 総合基礎
の授業内容

問12 ． 専門分野
の基礎的な知識

.282 .427

問6 ．教員の
教え方

.334

.268

e16

e15

.343

.324

e5

.303
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「問 18. 知識や技能の活用、問題解決する能力」は、「問 11. 一般的な知識や
教養」、「問 12. 専門分野の基礎的な知識」、「問 16. 数理的な能力」の向上、
「問 13. 外国語でのコミュニケーション能力」、「問 14. 日本語での文書表現
の能力」、「問 15. プレゼンテーション能力」の向上と多くの要因に影響を受
けていることが分かる。また、「問 18. 知識や技能の活用、問題解決する能力」
の向上は、「問 19. 分析し、批判的に考える能力」、「問 20. 筋道を立て説明
する能力」、「問 22. リーダーシップの能力」、「問 23. 他人と協力して行動
する能力」と多くの要因に影響を与えていることが分かる。
次に、大学生活、授業等に関する満足度については、「問 6. 教員の教え方」
は、直接的に「問 2. Ｔ大学での大学生活」への満足度を高めている。さらに、
「問 3. 総合基礎の授業内容」、「問 4. 専門教育の授業内容」に対する満足度
を高め、これによって、さらに「問 2. Ｔ大学での大学生活」及び「問 27. 卒業
後の進路」の満足度を高めることが示されている。
最後に、身につけた力と大学生活、授業等に関する満足度の関係は、仮モデ
ルでは特定していなかった「問 20. 筋道を立てて説明する能力」の向上を認識
した学生が、「問 4. 専門教育の授業内容」に対して高い満足感を得て、その結
果、「問 2. Ｔ大学での大学生活」、「問 27. 卒業後の進路」の満足度を高めて
いることが明らかになった。これより、「問 20. 筋道を立てて説明する能力」
と「問 4. 専門教育の授業内容」は、身につけた力と満足度の中間要因となるこ
とが分かった。また、「問 20. 筋道を立てて説明する能力」は、単独ではなく、
「問 11. 一般的な知識や教養」、「問 12. 専門分野の基礎的な知識」、「問 13.
外国語でのコミュニケーション能力」、「問 14. 日本語での文章表現の能力」、
「問 15. プレゼンテーションの能力」、「問 16. 数理的な能力」、「問 18. 知
識や技能を活用して、問題解決する能力」、「問 19. 分析し、批判的に考える
能力」を連鎖的に身につけることによって身につけた力である。
さらに、身につけた力と満足度の関係では、これらの力の積み重ねを経て、
「問 4 ．専門教育の授業内容」に対して満足度を得ることができる力が身につ
いたと考えられる。その結果、「問 2. Ｔ大学での大学生活」、「問 27. 卒業後
の進路」の満足度を得られたと推定される。
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4. まとめ
本稿では、平成 28 年度卒業予定学生を対象として実施された卒業時アンケー
トの調査結果について、身につけた力と満足度の関係を明らかにすることを目
的とし分析を行った。その結果、第一に、身につけた力については、21 世紀型
能力として「自分から学習する能力」に着目すると、「一般的な知識や教養」
の増加が直接的に影響を与えていることを示した。また、「自分から学習する
能力」の向上にともなって「新しい知識・技術への好奇心」と「ねばり強く努
力を続ける勤勉性」が高められていることが明らかになった。
第二に、大学生活、授業等に関する満足度については、「教員の教え方」が
「大学生活」への満足度に直接的に影響を与えるのに加え、「専門教育の授業
内容」に対する学生の満足度が増し、「大学生活」及び「卒業後の進路」の満
足度を高めることが明らかになった。このことは、見舘ら（2008）が示すよう
に「教員とのコミュニケーション」は「学習意欲」を高める一つの要因である
と考えられるが、学習意欲を高める要因、大学生活の満足度へ影響を与える要
因は、教員の教え方や授業内容そのものにも着目する必要があると考えられる。
第三に、身につけた力と満足度の関係は、「筋道を立てて説明する能力」が
向上することによって、「専門教育の授業内容」に対する満足度を高め、これ
に伴って「大学生活」、「卒業後の進路」の満足度を高めていることが分かっ
た。また、「筋道を立てて説明する能力」は単独で身につけているのではなく、
「一般的な知識や教養」、「専門分野の基礎的な知識」、「外国語でのコミュ
ニケーション能力」、「日本語での文章表現の能力」、「プレゼンテーション
の能力」、「数理的な能力」、「問題解決する能力」、「分析し、批判的に考
える能力」を連鎖的に身につけることによって身につけた力である。
したがって、ある特定の力（能力）を身につけることによって満足度が得ら
れるのではなく、これらの力を積み重ねなければ「大学生活」及び「卒業後の
進路」の満足度を向上させることができないと予測される。このことから、鈴
木ら（2015）が示すように建学理念に基づく個性的な教育が大学生活の満足度
を押し上げるとするならば、その教育及びその教育よって身につけた力（21 世
紀型能力）と満足度の関係は切り離して考えるべきではないと考えられる。
本稿の身につけた力と満足度の因果モデルは、大学教育の質保証を目指した
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教育改革、授業改善にエビデンスとして役立つことが期待される。しかし、今
回は、得点形式の回答から得られた分析結果であり、これが全てではないこと
は言うまでもない。どのような教員の教え方、どのような授業内容等に満足感
を持ったのか、自由記述式の回答を含めてさらに検討する必要がある。このよ
うなアンケート調査は、大学と学生、教員と学生が双方向の関係を持続させ、
互いに快適な大学生活を送るために何が必要かを考える一つの手法として有効
であると考えられる。今後は、ディプロマ・ポリシーの到達度の可視化を考慮
した、質問事項などの検討を行っていきたい。

注
本稿は、平成 29 年度第 3 回 FD/SD セミナー（FD 委員会主催）にて発表した内容の一部をま
とめ直したものです。
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附表 身につけた力と満足度の間の相関係数

状況の it について
前原 由幸
1. はじめに
代名詞の特徴は指示と代用にある。指示する内容が名詞句以外のこともある
が、主に名詞句を指示し、名詞句の代わりに用いられる。ほとんどの場合、主
語、目的語、補語、前置詞の目的語の位置で用いられるが、一部の用法では、
決定詞の位置で用いられる。指示対象を持つことが意味的な特徴である。指示
対象と代名詞の間には照応関係がある。指示対象は、直前の文の中にあること
もあれば、その代名詞を含む文中のこともある。また、さらに広い範囲に求め
られることもある。談話の中のこともあれば、言葉を離れて外の世界に指示対
象が見られることもある。言葉の外の世界というのは、例えば、指をさして、
「あれ」「これ」などという場合である。聞き手は、言語そのものと言葉が使
用される状況とを考えながら、代名詞の指示対象を解釈する。意思の疎通のた
めには、広範囲に及ぶ代名詞の指示対象のなかから、矛盾なく、自然な代名詞
の指示対象を見つける必要がある。本稿では、代名詞の中でも独特の指示対象
を持つ it について考察を加えていく。
2. 代名詞と照応
代名詞が照応関係を結ぶ対象には二種類ある。言語内で表されている情報と、
言語外の情報である。例えば、(1)の例においては、言語内で照応関係が成立し
ている。(1)の she は前の文の that girl を指示している。that girl が she の先行詞
になっている。
(1) I saw you talking to that girl. Who is she? （LDOCE)
ここでは、she は the girl という表現の代用として働いている。代名詞のおかげ
で、同じ表現を繰り返す必要がなくなる。
(1)では、先行する談話の中に代名詞の先行詞があるが、(2)のように同一文中
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にあることもある。その際、(2b)のように、表現方法の関係から先行詞が後ろに
なることもある。前後関係だけでは代名詞の照応関係は決まらないことがわか
る。
(2) a. John saw a snake near him. (him=John)
b. In her apartment, Mary was assaulted by a thief. (her=Mary)
(斎藤・安井 1983: 142)
単純に、名詞句と代名詞の順序で照応関係が成立するわけではないことは、
(3)の例からわかる。ここでは先行している名詞は、代名詞の先行詞になってい
ない。順序以外の要因が関係している。
(3) a. *Near John, he saw a snake. (he=John)
b. *In Mary's apartment, she was assaulted by a thief. (she=Mary)
(斎藤・安井 1983: 142)
次の例の this は言語の中で既出の表現を指示しているわけではない。言語外
の現実の人物を指し、談話の中に導入にしているのである。
(4) This is my colleague, Mr. Arnold Landon.

(COBUILD)

これは、指示代名詞の this, that, these, those によく見られる用法である。指で指
し示すように、実際の事物を指し示す働きである。
代名詞はいくつかの種類に分類される。人称代名詞、再帰代名詞、相互代名
詞、指示代名詞、不定代名詞、関係代名詞、疑問代名詞である。人称代名詞と
一部の疑問代名詞や関係代名詞には格変化があるが、他の代名詞には格変化は
ない。統語的な違いもあれば、意味的な違いもある。ここでは代名詞を照応関
係からの分類をしてみよう。
照応関係を結ぶ対象を基準に、代名詞を分類すると下記のようになる。
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言語内照応
義務的照応
再帰代名詞 相互代名詞 関係代名詞
自由照応
人称代名詞 指示代名詞
言語外照応
指示代名詞 人称代名詞(I、you、it) 疑問代名詞

言葉の中での照応関係と、言葉以外の世界との照応関係に分けられる。例えば、
(1)の she は前の文の that girl と照応関係にあるが、これは言葉の中の世界での
既出の情報との関係なので、言語内照応に分類される。言語内照応の代名詞の
中でも、代名詞が含まれる文の中に先行詞が必要とされるのが、再帰代名詞、
相互代名詞、関係代名詞である。一方、談話の中にも先行詞を求めることがで
きるのが、人称代名詞や指示代名詞である。言語外の世界に先行詞を求めるの
が、言語外照応である。例えば、(1)の疑問代名詞の Who は現実世界の誰かのこ
とを指しているので、言語外照応になる。このように、疑問代名詞、指示代名
詞が言語外照応になる。また、人称代名詞の I と you も言語外照応になる。こ
れらの指示対象は言葉の中ではなく言葉の外に存在する。人称代名詞の中でも
it は、言語内照応と言語外照応の両方の性質が見られる。本稿では、it の照応関
係の特殊性を明らかにしていく。
話し手と聞き手の間で共有された特定の情報があり、その情報を言葉の中で
繰り返すときに代名詞が用いられる。話し手がその情報に対応する代名詞を用
いることで、聞き手による指示されている情報の特定が容易になる。情報は名
詞句という形で表現され、代名詞がそれを受けて、発話が展開されていくので
あるが、it が指示する情報には他の代名詞とは異なる点が見られる。それは、
特定の名詞句や事物を指示しない用法である。
3. it は何を指すのか
3.1 二種類の it
代名詞の it の指示対象は言語内の場合もあれば、言語の外の場合もある。言
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語内では、基本的には人間以外を表す名詞句を指示するが、指示の対象となる
範囲は名詞句に留まらないこともある。さらには、言語の外にも指示対象を持
つことができる。次にあげる、(5a）(5b)の it は、それぞれ、the spring と the beast
という名詞句を指示している。
(5) a. I love the spring --- it's a wonderful time of the year.
b. This little beast is a lemur and it lives in Madagascar.
c. There were people crying, buildings on fire. It was terrible!
(LDOCE)
(5c)では、言語内に直接対応する名詞句はない。直前で述べられた場面を指して
いる。同様に、次の(6)では、it は特定の名詞句を指示していると言えない。(6)
の例では、これまでに表された場面ではなく、it は漠然として状況を指してい
る 1)。このように指示する名詞句がない場合でもでも it は主語として用いられ
るのである。
(6) How's it going, Bob? I haven't seen you for ages.

(LDOCE)

(5)の it は言語内照応の例であり、(6)の it は言語外照応の例である。言語外照
応でも、指示代名詞の this、that とは異なり、特定の事物を指し示すのではなく、
話し手の周りの状況や、話し手の置かれている状況を指示している。
このように、代名詞の it の用法は、先行文脈の名詞句を指示する用法と状況
を指示する用法の二つに分けられる。本稿では、後者を状況の it と呼ぶことと
する。状況の it の特徴が、形式主語などのさまざまな文脈で用いられる it の用
法につながることを示していく。
3.2 状況の it
ある状況を話し手が話題にすると、聞き手はその状況の存在を意識すること
になる。(7)は、ドアがノックされたときの対話の例で考える。
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(7) “Who’s it?” --- “It’s me, Jay.”
ノックされた側は、you ではなく、it を使う。ノックをした人は、周囲の状況に
含まれている情報ではあるが、相対する話し手にはなっていないからである。
代名詞が指示する情報は話し手と聞き手が共有している情報である。ここでは、
話し手は it を使うことで、ドアをたたく人を談話の中に取り込むのである。it
が表しているのは、共有されている情報が存在することにとどまり、言葉が使
われている場面から、it の指示対象が理解される。この it も状況の it の一種と
言えよう。状況の it の働きは、共有されている情報の存在を示すことであると
考えられる。他の代名詞は、それに加えて、具体的な指示対象を持つわけであ
るが、状況の it の具体的な指示対象は、状況から判断されるところに特徴があ
る。(5c)のように言語内の先行する文脈のこともあれば、(6)(7)の例では、場面
のような言語外の情報を基に指示対象が具体的になっている。次に、これら以
外の方法でも、指示対象は具体化されることを見ていく。
3.3 天候、時間などを表す文の主語
状況の it で示そうとしている情報を周囲の状況という言語外や先行文脈に求
める例をあげた。状況の it が指している情報が文中において何らかの形で、具
体化されることはないだろうか。次の例では、it が主語になり、後続するの要
素の助けを借りることで、指示される内容が明らかになっている。
(8) a. Is it still raining?
b. It was 4 o'clock and the mail still hadn't come.
c. It's my birthday today.
d. It's over 200 miles from London to Manchester.
e. It gets dark very early in the winter.
f. It's three years since I last saw her.

(LDOCE)

(8)のすべての例文の主語に it が使われている。これらの文は、それぞれ、天
候、時刻、日、距離、明暗、時間などを表す文である。この it は何を指してい
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るのであろうか。it が指示する先行詞は文脈の中から見つけられない。これま
での例では、言語外の状況などから指示されていることが具体化されていたが、
ここでは、後続する述部の段階で具体化される。(8)の文では、述部から天候、
時間、距離などを話し手が話題にしていることが聞き手に理解できる。これら
の主語の it は、情報の存在を示して、聞き手の注意を後続する部分に導くため
の目印のような働きをしている。聞き手の注意は後の方へと導かれていき、そ
こで it で示そうとしたことが理解されるのである。
代名詞の働きの一つは、何らかの情報を指示することにある。代名詞が用い
られるということは、代名詞が指示する何らかの情報が存在することが前提に
なる。 (8)では、it が指示する対象が見当たらない。この場合には、it は情報が
存在することを示すだけの働きをしていると考えられる。その情報の具体的な
内容は後の述部で示される。状況の it のこのような働きは、これまでの例と同
様である。違いは、指示する情報の具体化の方法にある。
このような働きをする代名詞が求められるのは、英語には主語が必要なこと
と関連がありそうである。主語には動作主や経験者などの情報を表す名詞句ま
たは、代名詞が用いられるが、そのような情報を文の主語に必要としない場合
に、情報が存在することだけを示す状況の it が主語に用いられると考えられる。
述部で必要な情報は明らかになるので、主語には特定の情報は必要とされない
のである。it は聞き手の注意を述部の方へ向ける働きをしている。聞き手の側
にすれば、it に相当する情報が見つからなければ、後続する情報に注目するこ
とで意図されている情報が認識できるのである。
it で話し手と聞き手の間に共有されている情報が存在することが指摘され、
その情報は述部以降で具体化されるとしたが、この情報の配置は、文の中の基
本的な情報の配置と似ている。文頭の方には旧情報を、文末の方には新情報を
配置するのが、基本的な情報の配置とするならば、この it の用法はそれに従っ
た用法と言える。情報の流れに沿って、文を構成するためには、主語には、後
方へと注意を持続させる表現が必要になる。状況の it はそのような働きをして
いると考えられよう。
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3.4 形式主語の it
形式主語の it を主語とする文も(8)の状況の it と同じような構図が当てはま
る。主語が形式主語の it の文では、it の指示対象は同一文中に後続している。
(9) a. It was hard to believe that he had become this savage with the bare knife.
b. It really hurts me to be going away.
(10) a. That he had become this savage with the bare knife was hard to believe.
b. To be going away really hurts me.
(Biber, D, Johansson, S, Leech, G, Conrad S, and Finegan, E 1999: 155)
主語の it は、(9a)では that 節を、(9b)では不定詞句を指示している。それは、そ
れぞれ(10a)(10b)のように it の位置を that 節、不定詞句で置き換えられることか
らわかる。ここでも、it は情報の存在を示して、聞き手の注意を後方へつなげ
るための目印の働きをしている。it の具体的な指示対象は後方に現れる。(8)の
文と同様の仕組みになっている。主語の時点では具体化されていない情報が後
方で具体化されているのである。しかしながら、(8)の文とは違って、ここでは、
述部で情報が具体化されるわけではない。情報が具体化される位置は述部の性
質によって変わってくると言えよう。
述部が状況の it の具体化と関係していることは、(11)のような例からもわか
る。主語が it で述語が、seem の場合である。
(11) a. It seems that Edith has just lost the will to live.
b. *That Edith has just lost the will to live seem.

(中右 2013: 21)

(11a)は、(9a)と同じように、主語が it であり、that 節が後続される。形式主語
の it で、that 節を指示しているかのように見える。しかしながら、(9a)は(10a)の
ように that 節を主語にすることができるが、(11a)は、(11b)のが示すように、that
節を主語にした文にはならない 2)。(9a)の形式主語の it の場合は、it が目印にな
って、that 節などで後述される部分に具体的な情報が述べられていると考えた
が、(11a)を同様に考えることはできない。では、どのように考えればよいであ
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ろうか。(11a)では、it の具体的な情報を表しているのは、that 節ではなく、述部
の seem であると考えられる。すでに(8)の例で指摘したように、状況の it を主語
にした文の述部は具体的な情報を示すことができる。it seems の部分でひとまと
まりの情報を表していると考えられないであろうか。 (11a)の it seems は副詞の
ような働きで、意味的には it seems=seemingly のような関係になっている。seem
と同じように用いられる述語は、 happen、occur、hit、strike、look、sound などの
話し手が心理的または知覚的に何らかの影響を受けたことを表す述語である。
that 節で述べられる命題の話し手への影響が表わされている。it を主語にした文
で、こうした述語が用いられた場合には、it の具体的な情報は、述部に見られ、
that 節とはそのような関係にはない。そのため、that 節を主語にした文への書き
換えができないと考えられる。述語の性質の違いが、状況の it に後続する指示対
象の具体化の方法の違いと関係していると言えよう。統語上は同じ構造のように
見えるが、述語の違いにより情報構造が異なってくる。
3.5 目的語の it
先行文脈に先行詞を持たない状況の it を主語にした文を取り上げてきたが、
状況の it が目的語にされることもある。その場合にも、働きは、主語の場合と
同様であると言えそうである。目的語の it が漠然と周囲の状況を表す場合があ
る。
(12) a. He's hoping to make it big on TV.
b. Take it easy! Don't panic.

(OALD)

状況の it は情報の存在を示すが、これらの文の it は具体的な指示対象はなく、
漠然と周囲の状況を指していると言えよう。
形式主語と同様に、目的語の場合も、状況の it の指示内容は文中の後方の要
素で具体化される。
(13) a. I like it here.
b. He hated it in France (= did not like the life there).
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(OALD)

(13a)の like の目的語は it であるが、it は先行詞を持っているわけでない。it の
具体的な内容は後続する here である。(13b)にも同様のことがあてはまる。it の
具体的な内容は、後の in France に現れている 3)。好悪を表す動詞で、このよう
な構文が可能である。like と hate は他動詞なので目的語が必要である。代名詞
は目的語になることができるので、情報の存在を示す it が目的語として用いら
れている。その後に here や in France のような具体的な指示内容が続いている。
これらは、目的語になれる形ではない。主語に状況の it が用いられる場合と同
様の仕組みである。話し手は、聞き手に共有している情報の存在を示し、それ
を後方で具体化している。
好悪を表す動詞の目的語に it を用いて、節で情報が具体化される表現がある。
(14) a. I don’t like it when you get angry.
b. Pam hates it when Lee calls her at work.

(LDOCE)

動詞の目的語に it、そして直後に when 節を用いるという構文である。when 節
で it の具体的な内容が述べられる 4)。話し手は it を目的語とすることで聞き手
に情報を提示すること示唆し、そして、その情報を when 節で具体化している。
like は名詞節を目的語にしない動詞である。目的語に it を用いることで、後続
する節で情報を提示することが可能になる。
好悪を表す動詞と when 節という組み合わせ以外にも「it＋名詞節」の形をし
た表現がある。
(15) a. Rumor has it that they plan to get married.
b. He took it for granted that he would pass the exam.
c. The hotel’s owners see to it that their guests are given every luxury.
(LDOCE)
ここでは目的語の位置に it がきて、その後方に that 節が続く。it の具体的な内
容は、後に続く that 節で表わされている。it を目的語にして、具体的な中身を
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後続させるという表現方法である。統語構造は異なるものの、これまでの例と
同様に、状況の it を用いることで、it を目印として情報が存在することを表し、
具体的な内容は後続されている部分で表すという情報の流れに違いはない。
先行する文脈に先行詞が見られない場合、話し手はとりあえず it と言うこと
で、後で具体的な内容を述べることが可能になる。聞き手にとっては、先行詞
が不明な it が出てくると、具体的な情報が後に出てくる合図のようにとらえる
ことになる。具体的な情報は後に出てくることが it によってわかるのである。
it が主語であっても、目的語であっても、この仕組みに違いはない。
4. it と that
it と同じような意味を表す代名詞には that がある。it と同様に、that にも言語
内照応と言語外照応の働きがあるが、that には目印のような働きはない。両者
の相違点から it の特徴を見てみよう。
it は、人称代名詞なので、話し手と聞き手との間で共有されている情報が存
在することを含意している。一方、that は指示代名詞で、指示対象となる具体的
な事物、事象を指し示している。言語内であれ、言語外であれ、ある対象に向
かっての指示を表す。例えば、次の例では、it を使った場合、the car という表現
を代用しているが、that で答える場合は、対象物を指さしながら、答えているこ
とになる。
(16) a. Whose car is that? It's mine.
b. Whose car is that? That's mine.
(佐藤・田中 2009: 125-128)
it は話し手と聞き手が共有している情報のことを指すが、that はある事物を「あ
れ」と指さすように指示している。it は言語内の情報を指示することが優先さ
れるが、that は言語内であれ、言語外であれ何かに対する指示を表す。
That's it という慣用表現は OALD では、used to say that somebody is right, or is
doing something right と説明されている。つまりは、yes の強調として使われる。
何らかの具体的な事(that)が、話し手と聞き手の間で共有された、つまりは話題
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にされた情報(it)であることを示すので、肯定の強調表現になる。
it は話し手と聞き手の間で共有された情報の存在を示すが、that にはそのよ
うな働きはない。具体的になっていることを指で指し示すかのように指示する
のである。一方、it は、共有されているが、具体的になっていない情報の存在を
示すことができるのである。
5. おわりに
代名詞は名詞句を指示すことが働きの一つであるが、it の場合は指示の対象
が独特である。このような働きだけでなく、it は目印または合図のような働き
をして、具体的に指示する情報は後続する他の部分で表されるという用い方も
されるのである。これが代名詞の中でも it の特徴である。本稿では、この状況
の it の特徴を明らかにしてきた。状況の it の指示対象は、周囲の状況のことも
あれば、後続する要素で述べられている情報のこともあることを示した。その
後続する要素には、名詞句、名詞節だけでなく、述部も含まれることを明らか
にした。述部を含むことで、(8)や(11)の事例を一貫した考え方で説明が可能に
なる。具体的な指示対象が先行する文脈にないということは、状況の it は、他
の代名詞のような代用表現にはならないということになろう。
代名詞は主語や目的語のような文の中核的な部分で用いられ、省略されにく
い。英語では日本語よりも代名詞の使用頻度は高そうである。働きを考えれば、
代名詞は重要であるが、強勢が置かれることは少なく目立たない存在である。
代名詞なしでは、同じ言葉の繰り返しになり、複雑でわかりにくい文の連続に
なってしまう。代名詞は文の内部だけでなく、文と文をまたいで話題をつなぐ
ことにも役に立つ。つながりのおかげで、情報の流れが維持され、円滑な意思
疎通が図れる。良好な言語の運用においては、適切に代名詞を用いることが求
められる。そのためには代名詞への理解は不可欠であろう。

注
1)

LDOCE には、used to refer to the situation that someone is in now, or what is happening now
と定義されている。

2)

it を主語にした文で that 節ではなく when 節が後続することがある。
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It really annoys me when people forget to say thank you.
It makes things awkward for everyone when you behave like that.
It is very sad when children feel unwanted.

(OALD)

ここで it が指示している情報は、後続する when 節で具体化される。when 節で表され
ていることが行われた場合に起こることを it が指示していると考えられる。これらの
文でも when 節が it に変わって主語になることはないので、it は形式主語とは言えな
い。
3)

(13b)の括弧内の言い換えは OALD による。

4)

好悪を表す動詞以外でも目的語に it そのあとに when 節の形で用いられることがある。
I can't stand it when you do that.

(OALD)

また、目的語に it、その後に if 節という形も見られる。
I’d appreciate it if you let me get on with my job.
How would you like it if someone called you a liar?

(OALD)
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発達障害支援者研修プログラムの開発・運営と評価

滝澤

武

1. はじめに
「発達しょうがい」と言われる子どもが増加してきており、この子どもたち
に対する適切な理解と対応は大変重要な課題となっている。しかし、発達しょ
うがいに対して適切な対応ができる方は限られているのが現状である。そこで
支援者や親や当事者が「発達しょうがい」から学ぶ姿勢をもち「発達しょうが
い」に関わる科学知識や技法をみにつけ共生社会の市民リーダーとして活躍し
てもらうべく、関連３団体（ヘルスカウンセリング学会、日本精神保健社会学
会、NPO 生涯発達研究所）で発達しょうがいアドバイザー・療育士の資格プログ
ラムを開発した。
現在、子供の数が減少する中で、発達障害やその疑いのある子どもが増加傾
向にある。平成 24 年度に文部科学省が行った調査によると、通常の学級に在
籍する発達障害の可能性のある特別な教育支援を必要とする児童生徒に関する
調査結果によると、6.5％にも上る（文部科学省 2012）。さらに、近年、社会
的な認知も高まり、発達障害と診断されるケースが増加してきている。
本プログラム開発の共同団体である NPO 生涯発達研究所は栃木県壬生町を拠
点に、行政や地域住民と協働しながら、保健・医療・福祉・労働などの各分野
にわたり、支援活動を実施している。このような団体との共同したプログラム
開発・運営することによって、発達障害と診断される子供たちを地域のなかで
サポートする市民リーダーが育成され支援の輪を広げることが可能となること
を期待している。
本稿の目的は、プログラムの基本的な考え方を明らかにし、参加者のアンケ
ート調査結果をもとに、プログラムの評価を行い今後の課題について考察する
ことにある。
第 2 章では、研修の概要
アンケート結果

第 3 章では研修の基本的な考え方

第 5 章では検定結果

第 4 章では

第 6 章では今後の課題を考察する。
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2. 研修の概要
・開催日時

2016 年 10 月 1 日

13 時から 17 時

・場所

帝京大学宇都宮キャンパス

・講師

精神保健社会学会会長（筑波大学名誉教授）宗像恒次

・募集方法

研修チラシ（資料１）を作成し宇都宮市の保育園、幼稚園、小学

校、中学校に郵送により配布した。また栃木県教育研修センターを通じて関係
者にチラシの配布を依頼した。地元新聞社に新聞に取材依頼し応報をおこなっ
た。
・参加者
・研修内容

発達しょうがい支援に関心のある方

60 名。

行動遺伝学、脳科学を基礎とする SAT 療法（宗像恒次）にもとづ

く自閉スペクトラム症、注意欠陥多動症、限定的学習症の科学と情緒安定化法、
自己行動変容技術の理解。
3. 研修の基本的な考え方
本研修は行動遺伝学、脳科学を基礎とする SAT 療法（宗像恒次）を基本的な
考え方としている。具体的には
①自閉スペクトラム気質や ADH 気質の世界の特徴を理解すること。
②発達しょうがいを起こしやすい気質に関して想定される生物学的原因を理解
すること。
③発達しょうがいを起こしやすい子どもの世界に共感した育て方をすること。
④養育者が対人関係行動の自信度を高められるよう自己成長すること。
である。以下各項目について説明をする。

１．自閉スペクトラム気質や ADH 気質の世界の特徴を理解すること
（ひとりの人に自閉スペクトラム気質と ADH 気質の両方を持つことも少なくな
い）
□感覚が敏感あるいは鈍感－音、顔・声表情、匂い、味、光、濡れなど、あら
ゆる刺激に対し感覚が過敏あるいは鈍感なところがある。
（自閉スペクトラム気
質）
□顔反応性細胞をもつ扁桃体反応が過敏で顔表情が見るのが困難で対人関係困
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難－顔を見れず、場面に応じた顔表情をしていなかったり、相手の顔表情のサ
インを見逃していたりして、状況に対する的確な反応が出来ず、相手に違和感
を与えてしまう。（自閉スペクトラム気質）
□場面把握困難－自分の世界に集中していることが多く、周りの場面把握が困
難（自閉スペクトラム気質）
□不安からそれを抑制する左脳活動が促され、右脳活動が活動低下し、右脳の
空間認識能力が働きづらい－風景を見る時、まるで映画でも見ているかのよう
に、全てが平面であるかのように感じ物との距離感が立体的に分からないので、
自分では普通に歩いているつもりなのに、よく柱やタンスの角に体をぶつけて
しまう、自転車に乗るのも困難になる。（自閉スペクトラム気質）

□自分の中に自分をコントロールするものがいる感じがある。
（自閉スペクトラ
ム気質）
□衝動制御が困難―待てない, 衝動的, 快感依存, 話を最後まで聞くのが苦手,
不明瞭な発言。（ADH 気質）
□集中困難－気が散りやすい、ミス多い、整理整頓苦手、忘れ物多い、探しも
の多い、遅刻する。（ADH 気質）
□文章を読むのも書くのも苦手－文章は文字の羅列でしかなく、一つ一つの文
字は記号として理解するので、その内容を理解することが困難。
（自閉スペクト
ラム気質）（ADH 気質）
□精神症状、身体症状、行動症状を持つことが多い。
（自閉スペクトラム気質）（ADH 気質）
２．発達しょうがいを起こしやすい気質に関して想定される生物学的原因を理
解すること
□自閉スペクトラム気質も ADH 気質も、遺伝的に保有する不安遺伝子（セロト
ニントランスポーターの活性が高く、情緒安定のためのセロトニン神経が働き
づらい）の強い発現がしやすく、パニックや妄想を持ちやすくなる。
□ADH 気質の場合、満足感に達しづらい執着遺伝子（ドーパミントランスポー
ターの活性が高く、快感充足のためのドーパミン神経が働きづらい）の強い発
現があり、衝動抑制が困難になる可能性があり、待てない、衝動的、快感依存、
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最後まで聞くのが苦手、言語不明瞭。
□ADH 気質がある場合、集中しようとするとき、前頭前野の機能低下（ノルアド
レナリントランスポーターやドーパミントランスポーター活性が高く、ノルア
ドレナリン神経やドーパミン神経が働きづらい）がみられ、気が散りやすく、
集中できない、ミス多い、忘れ物多い、探しもの多い、遅刻する傾向がある。
□自閉スペクトラム気質がある場合、大脳皮質において近くの領域を結ぶ神経
結合が多い、遠くの領域を結ぶ神経結合が少ない傾向があり、限定された領域
の興味に集中しやすい。
□自閉スペクトラム気質は、身体内に自分の遺伝子を異なるキメラ細胞の量が
多く、ストレス下の中で免疫反応による炎症反応多い可能性がある。

３．発達しょうがいを起こしやすい子どもの世界に共感した育て方をすること
□あいさつをするとか、名前をよばれたとき、そちらを見る習慣をつけるとき、
目をみることは必ずしもしなくてもいい、顔の辺りをみればいい、それができ
たら、ほめる。子どもの動作と親の褒めるとの組み合わせで習慣化する。
□あいさつが困難な児は、向き合う、止まる、会釈をすると、動作を分解して
段階をへておこなう。
□なにかしてもらったら、
「ありがとう」という習慣をつけるとき、親が子ども
がしてくれたことに日頃ありがとうという、子どもがありがとうといえたらよ
く言えたねと褒める。子どものいいところはタイミングよく、言葉やジェスチ
ャーで褒める。
□ひとに嫌なことをされたら、まず嫌だというまず表情で反応するようにする、
つぎに「いやだ」「やめて」というように習慣をつける。
□指示や命令でこどもに行動させるのではなく、起きる時間、寝る時間、食事
の時間、勉強の時間、遊びの時間、お風呂の時間などを、一日のスケジュール
を話しあいで決めて過ごすようにする。いつもと違ったことをしてもらう場合
も、本人が納得できるように説明する。祭日など変化したあとも、決めたスケ
ジュールに戻す。
□相手の言葉をまともに受けやすいので会話の工夫をする、たとえば①皮肉や
冗談を言わない、②そのまま受け取っていい言葉で話す、③短い文章でわかり
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やすく具体的に冷静にはなす、④書いて伝える、⑥説教はしない。養育者がそ
れが困難になるとき、まず自ら魔法の黄金律法をもちいて穏やかになる。
□「そんなことをしてはダメ」、
「怒鳴る」、
「うちの子でない」、
「もううんざり」
などの言葉を用いず、「○○すればいいね」
「○○するともっとよかったね」と
いう表現方法をとる。
□子どもが困ったことがあったときのサインの出し方を工夫する。たとえば①
特定の色のついたカードを使い、それを出すときは困っているとか、②困って
いることを絵で書いてもらうとか、③成人してからも困ったことを相手に紙に
書いてつたえられるようにする。
□こだわりが生じたとき切り替えやすい工夫をする。たとえば、①不安があっ
てこだわりが生じているとき、不安の原因を探し消去してみる、たとえば環境
の変化、季節の変わり目、休日の次の日、予定の変更など、②偏食が強い時、
情緒が安定している時に少しずつ他の食べ物にもトライさせる、③時間の感覚
がわかりづらいので、好きなことをやめられないとき、タイマーを用いて自分
で時間のくぎりをつけさせる、④あらかじめルールを決めて、ルールを守りな
がら楽しむ習慣にする。
□パニックが起こっているとき、いろいろなことをしないで、刺激を減らし、
安全に気をつけて落ち着くまで待つ。おちついたら、どうして欲しかったかを
たずねたり、察しながら会話して確認する。
□本人の体験したことのないことをするときはとても不安になるもの。あらか
じめ情報を得てシミュレーションをしておくといい。たとえば、特に体験した
ことのない集団の中での行動は苦手である、これまでに記録した DVD をかりて
見ておくといい。
□洗濯物、遊び道具などものの片付け法は手順を紙に書いて伝える。
□トラブルがあるとき、その会話のやりとりを絵や吹き出しで書きながらどう
すればいいか冷静に教える。教えるときは口でつたえるよりもなるべく書いて
説明する。
□子どもができない物事の原因は何かを考えて対応するー限定性学習症（算数
が苦手、書くのが苦手、読むのが苦手）、ADH 症（ミスをよくする、集中できな
い、忘れ物が多い、始められない、おわれない）、稽古事が多く忙しすぎる、課
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題がむずかしすぎる（課題の量が多すぎる、能力に合わない）。
□感覚過敏に配慮して甘え方を育てる－①触られるのが嫌なとき、自分で自分
を腕でだく、②人形などをさする、抱く、③体に触れることが嫌がるとき、手
をさする、手を握る、④ハグができないとき、肩を抱く、⑤嫌がらないとき、
軽くだくか、ギュッと抱いてもいい。
□机などいろいろなところにぶつけるときは不安があるとき、
「そそかっしい子」
とみるのではなくそれを手がかりにして不安の原因を探し消去してみる。たと
えば環境の変化、忙しいことがある、予定の変更など。不安からそれを抑制で
きる左脳活動が促され、右脳活動が活動低下し、右脳の空間認識能力が働きづ
らくなり、いろいろなものにぶつかってしまう。
□自分のオデコをたたくなど、自傷行為が見られるときは、続けるのもやめる
のも嫌だというジレンマがあるときである。わからないときは「教えて」とい
う言葉をいうことや、やめたいときは「やめてもいいといえばいい」ことを学
ばせる。
□食事にしても、お稽古事も、学習も、トイレティングも、睡眠もその子のペ
ースがある、養育者が自分のペースと異なっても苛立たないでその子のペース
を守りながら、集団生活も円滑にできるよう工夫する。
□子どもがまわりに非難されるようなことがあって子どもが傷ついたタイミン
グを主たる養育者が気がつくように見守り、その際「あなたのままでいい」
「大
丈夫」
「見守っているよ」というメッセージをだし、子どもが落ち込んだ時、愛
着物質オキシトシン、情緒安定物質セロトニン、快感物質ドーパミンを分泌で
きるよう、本人の不快でない部分をギューとハグしてあげる。
□主たる養育者は、その子が楽しめる、幸せになる物事や才能をみいだし、常
に子どもの興味が中心になって前向きに心が育つよう支援する。
□子どもが興味以外の面が犠牲にされ、周りからあれこれ言われるようになっ
ても周りの評価を気にしないでいられる養育者になれるよう、SAT 法を用いて
養育者自身の親に対する愛着障害を克服する。
□養育者は、SAT 法の魔法の黄金律法（資料２）代理顔表象法などを用いて、困
った出来事の事前、事後にもちいて、子供に対して苛立たないよう穏やかに接
することができるようにする。
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４．養育者が対人関係行動の自信度を高められるよう自己成長すること
自分のひらめきを信じて行動できる自信度、自分の好きなことができる自信
度などの対人関係行動の自信度がすべて 100％になるようで自己成長すること
を課題とすることで、家族関係や子供との関係を改善することができることを
理解する。（資料３）
4. アンケート結果
研修終了後に簡易なアンケート調査を実施した。参加した 60 名のうち、48 名
がアンケートに回答をした。回収率 80％であった。
講義の内容、講義の進め方、事務的内容について以下の結果をえた。
4.1 研修を知った経緯
表１

研修を知った経緯
回答数

割合

１

ホームページ

５

10%

２

ダイレクトメール

６

12%

３

紹介

７

15%

４

講演会

０

0%

５

勉強会

３

6%

６

本

０

0%

７

新聞やチラシ

７

15％

８

その他（具体的に）

17

36%

９

無回答

3

6％

48

100％

計

表１は研修を知った経緯をしめしたものである。その他の具体的な内容の記述
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を「職場にきた案内をみた」「教育委員会からの広報」と記述したものが多
く、職場に郵送されたチラシや教育センターを通じてのチラシ配布をみての参
加者が多かった。
4.2 研修参加の動機
表２

研修参加の動機（複数回答）
回答数

割合

１

自分自身のため

３２

35％

２

職場のため

２３

25％

３

家族のため

９

10％

４

接遇スキルアップのため

３

3％

５

面接スキルアップのため

１

1%

６

資格をとりたい

８

9％

７

セラピーに興味がある

５

５%

８

メンタルヘルスに興味がある

９

10%

９

その他

２

2%

92

100

計

表２は、研修の動機をみたものである。自分のため 35%、職場のため 25%
が多く家族のためと回答したのは 10％であった。また資格をとることを動機
にあげたものが９％であった。
4.3 研修の全体評価
表３

全体評価（１０を満点として）
10

９

８

７

６

５

４

３

２

１

無回答

回答数

11

5

21

5

1

０

０

１

0

0

４

割合

23％

10%

44%

10%

2%

0％

0%

2%

0%

0％

8%

表３は研修の全体評価を 10 段階で評価したものを示したものである。10 と回
答したものが 23%、9 が 10％、8 が 44%と

8 以上を回答したものが 77%を占め
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ていた。なお、３と回答した参加者が 2%おり、「想定していた内容と違っ
た。具体的な手立てを教えていただけると思っていたので」とコメントがあっ
た。何を想定していたかは、このコメントからは十分は把握することはできな
かった。
4.4 講義の内容と進め方
表4

講義（内容について）
大変適切

やや適切

普通

やや不適切

大変不適切

無回答

回答数

29

12

4

1

0

２

割合

60％

25%

8%

2%

0

2％

やや不適

大変不適

無回答

切

切

表5

講義（進め方はいかががでしたか）
大変適

やや適切

普通

切
回答数

20

18

6

1

0

3

割合

46%

38%

13%

2％

0

5%

表４、表 5 は講義の内容と進め方についての評価を示したものである。
大変適切、やや適切の合計が、それぞれ 75%、84％であり講義に対しての
評価は高かった。やや不適切なが２％と少数であった。
4.5 当日までの受付、事務連絡
表6

当日までの受付、事務連絡
大変適

やや適切

普通

切

やや不適

大変不適

切

切

無回答

回答数

16

12

18

１

0

1

割合

33%

25％

36%

2%

0％

2%

表６は当日までの受付、事務連絡についての評価を示したものである。
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大変適切、やや適切回答したものの合計が 58％であった。やや不適切と回
答したもののコメントには、「返信は速くてよかった。教室の場所が学生駐車
場からわかりにくく迷った。あらかじめ案内図を示してくれるとよい」と
会場案内についての苦情が記載されていた。
4.6 自由記述
自由記述欄に以下のような回答があった。

・目の表情、声の表情で脳が委縮することがわかりました。これまでの生活を
振り返り、心あたりのあることがたくさんでした。今後の生活や指導にいかし
てきたいです。
・一番初めお話で、目からも不安な気持ちが信号として出されていると言われ
て驚きました。子どもたちのために気持ちを切り替え、その子のために何がむ
浮いているのか一緒に考えながら今後やっていこうと思います。
・興味をもって話を聴くことができた。「なるようになっているな」と思っ
た。
・ストレスやトラウマは自分がつくっている。その人の特性に合わせた対応が
大切だとういうことが特に心に残りました。
・勉強になりました。

・いろいろ知って子供たちにいかしたい。
・多くのことを学ぶことができました。先生の説明がとても分かりやすく、今
後生かしていきたいと思います。
・発達しょうがいと言われている子どもたちを認め、あるがままで受け入れた
と思っていますが、通常学級での理解はまだ（十分ではない）。
・思っていた内容を異なっていましたが、気質についての話など興味深く感じ
るものもありました。対処法や対応法や対応の仕方、手立ても教えていただけ
ると良かったです。今後のセミナーの案内が多いこと、講演時間が長いことが
気になりました。
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・後半がバタバタと終わってしまった感はありますが、大変勉強になりました。
AQ の結果はどれをみればいいのかよくわかりませんでした。
・自分の気質、まわりの人たちの気質がわかり、知りたかった対応がわかり少
し安心しました。自分の不安も減らすことができました。
・専門用語が多く、難しい部分もありましたがとても参考になりました。もっ
と勉強したいと思いました。
・疑問に思っていた部分がわかりすっきりしました。今後もこのような研修を
お願いします。
・勉強になりました。改めて、資料を読み返したいと思います。
・2 年前に一度同様の研修を受けました。検定受験し、次回以降に関心をもっ
ています。
・少し予習が必要だったのかなと思いました。どのような内容なのか事前把握
できず、少しハイレベルだと思いました。検定が非常に不安です。妄想でしょ
うか（笑い）、今日はありがとうございました。もう少し授業講義にはいりこ
みたいと思います。
・資料などたくさんある中で、どれの事を言っているのがわからず困った。細
かい説明、わかりやすい指示がほしい。
・常々ききたい内容だったので大変良かった。自分も柔軟に心を保って対応し
ていきたい。
・資料の内容がとても豊富なので驚きました。文字を大きくしていただけると
その後も資料を活用しやすいです。
・保育の仕事しており、研修は色々いっているが、内容が全然違っているので、
このような話が聞けてよかった。

以上のように

肯定的な記述が多くみられた。一方、資料の文字の大きさや

研修の明確な指示についての苦情、提案が述べられていた。
5. 検定並びに結果
試験時間 30 分

回答は〇×及び選択肢からの選択方式により実施した。

40 問 40 点満点であった。60 人のうち 29 名が検定試験を受けた。
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表 7 は検定の得点分布を示したのである。80％以上の正確率をもって合格と
した。80% の正解率は 32 点以上で、13 名の合格であった。（合格率 45％）
今回の研修については、受講後に希望者に検定試験を実施することを研修前
にアナウンスをした。検定試験の目的は、研修で学んだことをきちんと理解で
きているか、どこが理解できていないかを把握し、足りないところをさらに学
び、得た知識について自信をもって人に伝えることができるようにすることで
ある。人に伝えるということは自ら学ばなければならないので、自分自身のス
キルアップが図られ、現場での対応に役立つことになる。
表 7 検定の得点分布
得点

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

人数

2

2

2

2

5

4

2

3

2

3

1

1

6. 考察―今後の課題
6.1 研修の評価・理解度について
研修の全体的な評価は、
10 点満点で 8 以上と評価した受講生が 77%であった。
多くの方が満足をしていることがわかる。検定試験を実施したが、合格率が 45%
と半数を割っていた。自由記述のなかに「資料などたくさんある中で、どれの
事を言っているのかわからず困った。細かい説明、わかりやすい指示がほしい。」
と述べられていることから、講義の進め方に工夫が必要であった。また「少し
予習が必要だったのかなと思いました。どのような内容なのか事前把握できず、
少しハイレベルだと思いました」という記述にみられるように重要なポイント
が理解されていなかったケースが推測できる。
今後は、研修前に課題図書などを提示し事前課題に取り組んだうえで研修に
参加してもらう工夫をするなど限られた時間のなかで理解が得られる方法を検
討する必要がある。
今回の研修の目的は以下の４つであった。
① 自閉スペクトラム気質や ADH 気質の世界の特徴を理解すること。
② 発達しょうがいを起こしやすい気質に関して想定される生物学的原因を理
解すること。
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③ 発達しょうがいを起こしやすい子どもの世界に共感した育て方について理
解すること。
④ 行動の自信度を高められるよう自己成長することの大切さを理解すること。
これらの研修目的がどこまで達成できたか、今回のアンケート調査と検定の
合格率だけからは判断することができない。今後は、検定結果の誤回答の分析
やインタビュー調査などで質的な検討をしていくことが課題である。
6.2 研修の継続・発展性ついて
本研修は、次の療育士研修に向けての準備的な段階の研修と位置づけること
ができる。研修参加の動機も明確に「資格をとるため」と回答しているものが
7 人おり、アンケートの自由記述のなかに「検定受験し、次回以降に関心をも
っています。」と今後の研修に期待をもっての参加がみられた。60 人の参加
者の約半数にあたる 29 名が検定したことは、その期待のあらわれでもある。
検定のねらいは、先に述べたように、研修で学んだことをきちんと理解でき
ているか、どこが理解できていないかを把握し、足りないところをさらに学
び、得た知識について自信をもって人に伝えることができるようにすることで
ある。
本研修の段階では、次のステップの研修内容、研修開催日などが決まってお
らず参加者に今後の具体的な研修イメージをつたえることができでおらず研修
の継続性が保証されていない。早急にプログラムを紹介して、より療育に役に
立つ知識と技術を提供することが今後の課題である。
現在、NPO 生涯発達研究所が中心にとなって、運動療法を取り入れた療育士
初級の研修プログラムを開発している。今後は、受講者に、次のステップの研
修内容を示しながら学習目標を明確にした研修を開催し、継続性と発展性を確
保していくことが課題である。
7. おわりに
地域で活躍する発達障害支援者の育成を目標とした研修を開発し本学を会場
に研修会を運営した。チラシを配布して参加者を募集したところ 60 名の参加が
あった。その参加者へのアンケートの総合的な評価において満足度は高かった。
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しかしながら、受講生のなかには、研修中にどの資料の説明をしているかが理
解できなかったり、講義の内容をハイレベルと感じる参加者もおり、研修の進
め方、内容についても検討し、研修の理解度をあげ、継続・発展性のあるプロ
グラムの開発をしていくことが、今後の課題である。

謝辞
講師を担当していただいた筑波大学名誉教授宗像恒次先生に感謝いたします。
参考文献
宗像恒次

SAT 療法

金子書房

2006

宗像恒次

自分の DNA 気質を知れば人生が科学的に変わる

宗像恒次

感情と行動の大原則

宗像恒次

感情を変える技術―SAT レジリエンス法

講談社

ヘルスカウンセリング学会

ベンチャー株式会社

SDS

2017

2007

2011

筑波大学発

2017

文部科学省
通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒
に関する調査結果について

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1328729.htm 2012
2017 年 9 月 30 日取得
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資料１ 講演会・研修会のご案内
日本精神保健社会学会・ヘルスカウンセリング学会・ＮＰＯ法人生涯発達研究所
発達しょうがい児のあるがままのこころの育て方
（認定発達しょうがいアドバイザー資格取得研修）
日

時

平成２８年１０月１日（土）

１３：００～１７：００

場

所

帝京大学宇都宮キャンパス

2 号館１０１教室

〒320-8551

栃木県宇都宮市豊郷台 1-1

講演会・研修会概要
近年、発達しょうがいと言われる子どもが増加してきており、この子どもたちに対する理
解と対応は大変重要な課題となっていますが、発達しょうがいに対して適切な対応ができる
方は限られています。
そこで、この課題解決のために、日本精神保健社会学会・ヘルスカウンセリング学会・ＮＰ
Ｏ法人生涯発達研究所の３団体連合による講演会・研修会を開催することになりました。今
回は創設する「認定発達しょうがいアドバイザー研修」も兼ねています。
研修内容

発達しょうがいとは？

発達しょうがいのアセスメント
－自閉スペクトラム症、ADH 症、知的発達症、限定性学習症など
発達しょうがいの脳科学
ADH 気質と自閉スペクトラム気質が陥りやすいストレス症
発達しょうがい児のあるがままの心の育て方
大人の発達しょうがい者のあるがままの自己を実現するセルフケア法
愛着障害に気づきあるがままの自己を生きる人生へ
受講後、希望者には認定発達しょうがいアドバイザー検定試験を実施します
講

師

主催
＜現在＞

筑波大学名誉教授

宗像恒次

日本精神保健社会学会 http://www.jamhs.org/
筑波大学名誉教授、筑波大学発ベンチャーＳＤＳ情動認知行動療法研究所所長

共催 ヘルスカウンセリング学会 http://www.healthcounseling.oＮＰＯ法人生涯発達研
＜経歴＞保健学博士（東京大学大学院医学系研究科）
究所 https://www.facebook.com/lifelongdevelopment.org
カリフォルニア大学
UCLA 神経精神医学研究所客員研究員、ハーバード大学医学部客員研究員
WHO 世界保健機関薬物依存局顧問・エイズ世界対策局顧問、厚生省 HIV 感染者カウンセリング
検討会委員、厚生省国立精神・神経センター研究室長、筑波大学大学院教授ヒューマンケア科学
専攻長、フロンティア医科学専攻教授
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資料２ 魔法の黄金律法による瞬間ストレス解消法

宗像恒次

Q1 過去のストレスや今のストレスを思い浮かべ、色彩（赤・茶色・黒・灰色・紫
・紺色・水色など）や形（ドロドロ・ファファ・尖がっている・ゴツゴツ・球・四
角・平らなど）に喩えたうえで、目を閉じてそのイメージを浮かべると、頭、顔、
喉、首、肩、背中、腰、胸、お腹、腕手足など、身体のどこに違和感を感じるか、
またその違和感はストレス度０％～100％のうち何％になるかを調べる。

Q2

その身体違和感の箇所に色彩表の中の黄金色、黄色、クリーム色、白色、グリ
ーン色、ピンク色、オレンジ色、スカイブルー色のうちどの色で守られている
と癒されそうですか（複数可、また同系色の中でも複数可）
、ひらめきでどの
色がいいか決め、指でさしてください。では目を閉じて、それらの選んだ身体
違和感のある個所が包まれるイメージをつくってください、すると

Q1 で答えたストレス度は何％になりますか、フーッ浮かぶ数字は何％になります
か？

0％にならなければ、できるだけ 0％に近づけられるように色の種類

や、同系色の中でも、種類を増やしてストレス度の％を記入していってくださ
い。
⇒ストレス度

Q3

％⇒ストレス度

％⇒ストレス度

％⇒ストレス度

％⇒ストレス度

％

0％になる（１０％以下になると楽になる）と、Q1 で答えたストレスについ

てどう感じるか、どう考えるかを自分に問う。また必要なチェックリスト値が変化
するかを確認する。変化が十分でないとき、変化できなかった背後の気持について、
Q1 からもう一度実施してください。

気にならない、そんなこともあった、安心した・安心できた、なるようになる、どうでもい
いことと思った、あったかくなった、愉しくなった、勇気づけられた、その他
（

）
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資料３ 対人関係行動の自信度

宗像恒次

〇自分のひらめきを信じて行動できる自信度
〇自分の好きな事ができる自信度

％

％

〇自分の悪いところをみないでいいところを受け入れられる自信度

％

〇自分の主張が周りに受け入れられなくとも拒絶されたと思わずに自分の考えを肯定でき
る自信度

％〇周りと違った目的を持てる自信度

〇危機の時も余裕を持って対応できる自信度

％〇人と比べていない自信度

％

％

〇人に認められようとせず、自分を信じるために私表現で上手に主張する自信度

％

〇ノーと言われたとき自分が悪いのではなく、相手が自分の限界を表現しているに過ぎない
ことがわかる自信度

％

〇感情的にならず主張できる自信度

％

〇自分の中に人間としての弱さがあることを認められる自信度

％

〇身を引くときは自尊心を失わず身を引くことができる自信度

％

〇自分を尊敬できる自信度

％

〇自分のありのままを受け入れて自分を許せる自信度
〇死ぬとき満足して死ねる自信度

％

〇ひとの話を聴ける自信度

％
％

〇ひとの気持ちを尊重できる自信度
〇感謝を伝えられる自信度

％

％

〇相手の悪いところをみないでよいところをみれる自信度
〇ひとに自分の思いを伝えられる自信度
〇ひとと助け合える自信度

％

％

％

〇上辺でなくひとのいいところを褒める自信度
〇ひとに相談できる自信度

％

％

〇相手の話を繰り返し言語的・非言語的に確認できる自信度
〇笑顔とユーモアで接することができる自信度

％

〇ひとの異質なものに関心を持ちそこから学べる自信度
〇裏表のある関係をつくらないでいられる自信度
〇ひとを許せる自信度

％

％

％

％

〇大切な人に大切なことを伝えるために何十年かけても冷静に伝える自信度
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％

宇都宮キャンパス国際交流センターの設立
田中 瑠美
林

春

1. 設立の経緯
帝京大学宇都宮キャンパスにおける本格的な留学生サポートは 2009 年 4 月に
始まった。留学生向け日本語授業の開講や留学生担当教員の配置、留学生と日
本人学生が互いに交流できる国際交流ルーム（本部棟 1 号館３Ｆの一室）の設
置などが行われた。これまで担当教員は国際交流ルームに常駐し、以下のよう
なサポートを行ってきた。

・留学生の日本語力の養成
・学業および大学生活に関する相談アドバイス
・留学生活に関する相談アドバイス
・留学生と教員、留学生と事務との橋渡し
・国際交流活動の企画、推進
・チューター活動の相談アドバイス
本キャンパスには 2017 年 10 月現在、交換留学等の短期留学生を含めると 71
名の留学生が在籍し、日本語とともにそれぞれの専門を学んでいる。筆者が宇
都宮キャンパスに着任した 2009 年には 5 か国 22 名であったことから考えると、
ここ数年で留学生の数は格段に増えていると言える。その背景には大学の国際
化推進の動きが大きく関係している。特に 2016 年度からは留学生に関する入試
形態も増え、海外協定校からの短期留学生や研究生の受け入れに加えて日本人
学生向けの短期留学プログラムの開始、国際学生寮の設置など、国際化が活発
になってきている。
こうした流れから、より組織的にキャンパスの国際化を推進するために 2017
年度 4 月に旧学生ホールの場所を国際交流センターと名称変更し、学生サポー
トに必要な環境を備えた国際交流センターが設立され、新たな留学生担当教員
も 1 名加わることとなった。
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大学院
8%
(6名)
短期
8%
(6名)

【グラフ１】

研究生
1%
(1名)

学部生
82%
(58名)

2017 年 10 月現在

在籍留学生

1 年生

2 年生

3 年生

4 年生

大学院

中国

20(4)

13(3)

3

1

(1)

香港

8(3)

1
2

(1)

(1)

韓国

1

1

ネパール

1

マレーシア

1

合計
40(10)

(2)

7

2

4(2)

1

3

1

2

1
2

2

(1)

(1)

インドネシア
インド

1

1

パキスタン

(1)

(1)

スリランカ

1

1

トルコ
合計

研究生

9(3)

3

ベトナム

短期

34(8)

17(5)

5

2

6(2)

6(2)

1

71(17)
名

( )は女子
【表】

留学生の内訳

2017 年 10 月現在
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2. 国際交流センターの役割
国際交流センターは、名称を「国際交流センター（International Exchange
Center）」とし、主に以下の目的を持って運営する。
(1) 留学生の快適かつ充実した大学生活支援
これまで国際交流ルームで行ってきた通り、留学生を学業・生活の両面から
サポートする。具体的には「留学生のための日本語１」～「留学生のための日
本語６」を主とする正規の日本語科目の開講、短期留学生を対象とした日本語
補講クラスの開講、日本語能力の不十分さを補うために特別に補講が必要だと
判断される学生への短期集中日本語補講に分類される日本語の授業の実施であ
る。また、適宜、生活相談や進路・就職相談も行い、学内の関係個所と連携を
細かに取っていく。
(2) 日本人学生と留学生が相互理解をし、国際的視野を身につけるための支援
日本人学生が留学生に対して日本語支援・生活支援を行うチューター活動の
サポートも引き続き行う。学期はじめのチューターと留学生との顔合わせや学
期途中あるいは学期末に開催される情報交換会に出席し双方にアドバイスを行
い、必要であればチューターと留学生の間に入り橋渡しをする。また、留学生
の母語を紹介する語学カフェの開催や文化について紹介する文化カフェ、四季
折々の日本文化に触れる機会の提供にも力を入れ、日本人学生と留学生が相互
理解をする支援を行う。
(3) 地域との交流、国際化推進
留学生増加が見込まれる今後、本キャンパスの留学生が地域住民と関わる機
会も増加していくことが予想される。そうした中でお互いが理解し合い、地域
の国際化を推進していくためには良好な関係づくりが重要である。小学生との
交流や留学生が主体となり地域に発信していくイベントを通して、地域住民と
の信頼関係づくりに力を注いでいく。なお、小学生との交流に関しては今年度
から日本語の授業の一環として実施し、今後も継続予定である。詳しくは後述
する。
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3. 設備
国際交流センターには学生同士の交流がしやすいよう、またキャンパス内お
よび地域の国際化を推進する拠点として活動しやすいよう、旧学生ホール時代
の設備からいくつか変更・工夫した点がある。
(1) 学生同士が顔を合わせて交流できる仕掛け
学生同士が気軽に顔を合わせて交流できるよう、テーブルと椅子を可動式の
カラフルなものに一新した。必要に応じてすぐにグループワークなどができる
ように壁に据付のホワイトボードと、取り外し自由なホワイトボードを設置し
た点が従来とは異なるところである。また、よりリラックスしながら話せる場
としてソファとサイドテーブルも設置した。
(2) 気軽に相談できるスペース
学生が留学生担当教員に気軽に相談できるスペースも設置した。国際交流セ
ンターに入ってすぐのところに設置してあるため、教員から学生への声掛けな
どもしやすくなっている。なお、国際交流センターには留学生担当教員が曜日
と時間を決めて常駐するようにしている。
(3) 教室の設置
センター内に教室スペースを 2 つ設け、日本語の補講授業や英会話課外講座
の英語の授業で使用することとした。教室は語学の授業の他に国際理解のイベ
ントをする際にも使用予定である。
(4) 情報収集の場
センター入り口とセンター内に掲示板を設けた。奨学金申請のお知らせ等、
留学生向けの情報に加えて、国際交流関係の情報提供も行っている。
(5) 日本語関係の図書の設置
留学生向けの日本語に関する図書と、国際交流関係の図書の設置を行い、セ
ンター内で閲覧可能とした。なお、留学生向けの図書（主に日本語能力試験関
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係の図書約 100 冊）は図書館に入れていただけるよう申請中である。

【国際交流センターの写真】
4. これまでに行ってきていること（2017 年度～）
2017 年度 4 月に国際交流センターが設置されてから今まで以下のような活動
を行ってきている。
(1) 継続して行ってきていること
従来の国際交流ルームで実施していた以下の内容は引き続き継続している。
・留学生の日本語力の養成
・学業および大学生活に関する相談アドバイス
・留学生活に関する相談アドバイス
・留学生と教員、留学生と事務との橋渡し
・国際交流活動の企画、推進
・チューター活動の相談アドバイス
(2) 新しい取り組み
新しい取り組みとして地域との交流があげられる。1 年生向け「留学生のた
めの日本語１」の授業の一環として地域の小学 1 年生（豊郷中央小学校）との
交流会を実施した。この交流は留学生および小学生にとって実りの多いものだ
ったようである。概要は以下の通りである。
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目的
普段はほとんど触れあう機会がない留学生と地域社会・地域住民（特に小学
生）が、プログラムを通してお互いに関心と理解を深めることを目的に実施し
た。豊郷中央小学校の国際理解教育に資するだけでなく、留学生が幅広く日本
人と交流し日本社会や文化に関する理解や認識を深める一つの機会として視野
を広げていくことが主な狙いである。

流れ
最初に、国際交流センターの担当教員が留学生の教室外活動の一環として小
学校訪問を位置づけてシラバスに記入し、大学側から了解を得た。学内におい
て担当教員間で小学生との交流会について打ち合わせを行い、交流会に関する
計画案を作成し、計画案を留学生に伝達した。留学生はグループを作ってディ
スカッションし、交流会で行うプログラム（案）を立てた。さらに、大学側の
担当者は交流会の時間や場所、参加者の内訳やプログラムなどについて小学校
側の担当者と 3 度打ち合わせを行った。その後、担当者は交流会に関する具体
的な実施案を作成し、交流会の集合時間や場所や流れなどについて留学生に伝
達した。最後に、留学生はこの実施案に基づいてグループごとにもう一度ディ
スカッションした後、最終的に実施可能なプログラムを作り上げた。

交流会の実施
【実施日】平成 29 年 10 月 16 日（月）（9：20－10：20）
【場所】宇都宮市立豊郷中央小学校
【参加者】
小学１年生 132 名（４クラス）、留学生 22 名（４班）
教員 9 名（小学校側 6 名、大学側 3 名）
（留学生の内訳）中国 12 名、香港 5 名、ベトナム 3 名、ネパール 1 名、
マレーシア 1 名
【内容】

留学生と小学生は最初に小学校の体育館に集合し、顔合わせを行った。
まず、小学生の司会者と 1 年生担任教員の代表が歓迎と挨拶の言葉を述べ、
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留学生は前に立ち、一人ずつ小学生に簡単な自己紹介をした。小学生たち
は興味津々、真剣に留学生の自己紹介を聞いていた。大学側からも代表教
員の挨拶を行った。最後に、小学生全員による「さんぽ‐となりのトトロ」
の合唱があった。
その後、班別に作成した以下のプログラムにしたがってそれぞれ教室と
体育館に分かれて交流を行った。
班別プログラム
1
A班

自己紹介

2

3

絵を描く

歌を教える

中国のメンコ

紙飛行機

4

フリータイム
B班

自己紹介

（折り紙）

C班

自己紹介

「出身地＋

中国語と英語で簡単
な自己紹介を教える

宝探しゲーム

歌を歌う

折り紙（蛙、星な

プレゼントを贈る

挨拶」クイズ
D班

自己紹介

クイズ

ど）

A 班の留学生はまず、教室で小学生に簡単な自己紹介をした後、小学生と自
由に話す時間を設けた。その後、小学生と一緒に絵を描いたり、英語で歌を教
えたり、共に楽しい時間を過ごしていた。
B 班の一部の留学生は体育館で紙飛行機やメンコの折り方を丁寧に小学生に
教えていた。小学生は紙飛行機を飛ばしながら、体育館で走り回った。折った
紙飛行機を一斉に飛ばした後、留学生は紙飛行機を遠くまで飛ばせた小学生に
プレゼントを贈った。子供達はプレゼントを手に入れたので、たいへん喜んで
いた。また、一部の留学生と小学生は数人で折ったメンコを地面にたたきつけ、
他人の札を裏返したり、その下に入れたり、共に楽しく遊んでいた。
C 班の留学生はまず、教室でそれぞれの国（中国、マレーシア、ネパール、
ベトナム）の写真を子供達に見せながら、簡単な自己紹介と挨拶をした。その
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後、プレゼント（宝物）を教室に隠した後、子供達と一緒にゲームをやりなが
ら、宝物を探させた。子供達は宝物を見つけた後、嬉しくてたまらないといっ
た様子であった。
D 班はまず、教室で小学生に簡単な自己紹介をし、その後、留学生は折り紙
（星や蛙など）の折り方を小学校の担任先生の助けを借りながら小学生に教え
た。最後に、留学生は事前に用意した折紙などのプレゼントを子供達に贈った。

【交流会の様子】

【感想と成果】
学生に交流会の感想文を提出してもらったところ、以下のような意見があが
った。
・
「豊郷中央小学校へ行って、1 年生の皆さんと一緒に話したり遊んだり笑っ
たり、とっても楽しかった」バイオ

男子

・
「みんなと一緒に遊びに行って、楽しかった。今度一緒に遊ぶのを楽しみに
している」

機械

男子

・「今回の訪問は楽しかったです。日本の小学生たちと遊ぶのは初めてで
す。」 機械 男子

（文法的誤りには筆者が修正を加えた）

教員側から見てみると、普段はほとんど触れあう機会のない小学生と留学
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生の間を結び付けることで、留学生と地域社会の相互理解および信頼関係を築
くことができた点が大きかった。同時に、学生たちの日本への理解も深まった
ように思える。小学校の体育館や教室の見学、キャンパスやアルバイト以外の
場所で、より実践的なコミュニケーションを取りながら日本の文化にも触れる
ことができた。また、交流会のプログラムを準備するうちに、小学生に喜んで
もらえるようなパフォーマンスやプレゼントを考えることを通じて、小学生と
の交流体験への思いや願いを膨らませたり、学生自身の成長を感じたりするこ
とができた。留学生が交流会のプログラムを用意するあいだに、グループで活
発的にディスカッションしたり、何度も打ち合わせをしたり、役割分担を相談
することを通じて、協調性やコミュニケーション能力などを高めることができ
た。普段、授業内外であまり話し合わない留学生同士がこの交流会の実施によ
って、少しずつ話し合えるようになり、クラス全体の雰囲気が明るくなったこ
とも、授業を担当する教員として嬉しい効果であった。
準備不足や当日の流れ等、今後検討していかなければならない点は多くある
が、初年度の試みとしては大成功だったように思える。この交流会の実施にあ
たりご協力いただいた豊郷中央小学校の校長先生をはじめ主任教諭や国際交流
ご担当の先生、一年生の先生方、本学の教職員の方々にはこの場をお借りして
厚く御礼を申し上げる。
5. 今後の課題
（１）日本語教育
現在は、1 年生から 3 年生まで前後期でそれぞれ総合基礎の選択科目として
正規科目の日本語クラス「留学生のための日本語１～６」を開講している。そ
れに加えて短期留学生向けの生活日本語習得を主とした「生活日本語補講」を
週に 2 コマと、日本語のレベル的に正規科目に入れない学生および学部生のう
ち、初級日本語の復習が必要であると判断される学生向けの「初級日本語補講」
を週に 1 コマ開講している。クラス分け等を含めると、年間を通じて全部で 8
種類 16 コマの日本語授業を実施していることになり、全体の 8 割程度の留学生
がいずれかの授業を受講している。今年度からは特に留学生数の増加により、
日本語能力のばらつきが見られ、同一クラスで実施することが難しいと判断し、
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1,2 年生の日本語クラスは年度当初にレベルチェックテストの結果でクラス分
け（AB 組）を実施した。それにより、レベルに応じた指導が可能になった。
そうした中で顕著になってきたのが、日本語のレベルが十分でない学生の存在
である。すべての留学生の日本語能力を卒業までに日本語能力試験Ｎ１レベル
まで引き上げ、卒業研究および就職活動で使える日本語力にまでにすることが
大きな課題である。

（２）システム的な学生情報の共有と留学生委員会の設置
現在、定期的に学期のはじめに教務チーム・学生サポートチーム・留学生担
当教員が集まり留学生情報交換会を開いている。そこでは、留学生の成績や大
学生活全般に関する問題点の共有と対策の検討が行われている。しかしながら、
学科への伝達などは個別のやり取りにとどまっていると言える。留学生数増加
が予想される今後、組織的に留学生をサポートしていくためには学科の教員も
含めた留学生委員会を設置し、関係する教員が学生の情報にいつでもアクセス
できる環境の整備が急務である。

（３）学生が主体的に参加するイベントの仕掛けづくり
2017 年 10 月現在、留学生自身が企画・運営するイベントやサークルができ
つつある。昼休みの時間を利用して英語でカードゲームをするクラブや国際交
流サークルなどである。こうしたクラブやサークル活動が円滑に実施されるよ
う、適宜アドバイスなどを行っていく必要がある。

課題や問題をあげればきりがないが、数年前に比べて留学生数の数も増加し
キャンパス内も確実に国際化しつつある。留学生が快適に日本での留学生活を
送り各自の留学の目標を達成し、また、国籍に関わらず本キャンパスに所属す
るすべての学生が、建学の精神でもある「国際的視野に立って判断」ができる
よう力を注いでいきたい。
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理工系大学生の職業選択のための支援システムの開発
横山 明子
荒井 正之
前川 司
1. はじめに
大学生にとって、職業選択を視野に入れて将来のキャリアを考えることは、
重要な発達課題である。近年、高度なデジタル化とネットワーク化によって、
社会環境が大きく変わり、大学生が選択できる職業や職種が変容し多様化して
きている。これに加えて、昨今、大学生の採用に大きく影響する経済状況が目
まぐるしく変化していることから、大学生が誰にも相談せずに、自ら職種や職
業を選択し決定していくことは、決して容易なことではない。
また、大学生が職業や就職先を選択し決定する状況についても、インターネ
ットを活用した就職活動が主流になったことにより、
大きな影響を受けている。
様々な職種や職業、就職先の情報が、職業情報サイトから学生に直接提供され
ており、随時学生は、必要な情報を得ることができるようになった。さらに、
理工系学生の採用は職種別採用が多くなっており、文科系の学生よりも専門職
志向が強いことから、学生自身が職業適性を明確にして、それにもとづく職種
や職業とのマッチングによって、就職先を決定するということも、今まで以上
に多く行われるようになっている。
その一方で、多様な情報が学生に提供されているため、変化に富んだ社会状
況を知らないまま、情報の検索条件の優先順位をつけずに漫然と情報を検索す
ると、予期しない情報が一度に大量に提示され、選択と決定に有用な情報をう
まく得ることができず、混乱をきたす学生が多くいる。
このような学生は、職業選択の手順や方法の知識が乏しく、さらに、職業や
就職先の選択のために情報を収集する重要性には気づいているが、その時々で
どのような情報が重要であるのかを知らないために、必要な情報を見極めるこ
とができず、提示された情報を有効に活用できないのである（横山, 2009a; 2010;
2014; 2015; 横山・石川・粂川・森本, 2015）。
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さらに、理工系の学生は、文科系の学生と同様に、自分の将来像を明確にし、
自分の特性にもとづいて職業や職種を見いだすことができない、そのために、
職業や職種を見極めて具体的にエントリーする企業を決定することが難しいな
どの新たな問題が明らかになってきた（横山, 2009a; 2010）
。
このような学生が、
職種や就職先の選択と決定を行うことができるためには、
まず、学生自身が職業選択と決定のプロセスを知り、そのプロセスにおいてど
のような種類の情報が必要であるのかを知ることが重要である。さらに、その
ためには、自分自身の選択の状況とその進捗状況をモニターできることができ
るようになることも必要である。
そこで、このような学生を支援するためには、職業選択のプロセスを学習す
るようなプログラムを提供すること、また、単に様々な情報を大量に提供する
のではなく、学生の選択と決定の状況に応じて適切な情報を提供することが有
効であることが考えられる。
以上のような問題意識にもとづき、本研究の目的は、職業選択際の文系学生
と理工系学生の選択と決定行動の違いに注目し、理工系学生を対象として、自
ら職業を選択し決定できるための支援システムを開発し、その有効性を検討す
ることである。
そのうち、本稿では、特に、理工系学生が必要な情報を適切に利用できるよ
うになることを支援するために、「大学生の職業選択と決定するプロセス」と
「支援のためのガイダンスモデル」を明らかにしたうえで、職業適性の理解を
深めるためにどのような情報を提供することが望ましいのかについて検討し、
自分の職業適性を理解するために必要な情報を提供する機能を備えた Web を
用いた支援システムを提案する。
なお、理工系学生に支援の方法は、様々な方法が考えられるが、本研究にお
いて Web を用いた支援システムを構想する理由は、理工系学生に職種や職業情
報を提供する場合、そこで扱う職種や就職先の情報データ量が膨大であり、Web
を用いた方が、それらの情報を検索をすることが容易であるからである。さら
に、学生が日常的に分からない情報を調べたり、自分の思いや考えを発信する
ような情報を取り扱う環境を考慮すると、いつでもどこからでも利用できるよ
うな環境が望ましいと考えられ、学生の利便性を図るためでもある。
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2. 大学生の職業選択と決定に関する支援の方法
このような大学生の就職支援については、従来からキャリアカウンセラーに
よる支援が行われている。
キャリアカウンセラーは、
学生の相談内容を傾聴し、
その時々の相談内容に応じて、適切なアドバイスを提供したり、学生が抱える
不安を軽減するように働きかける。たとえば、職業選択と決定のしかたが分か
らない学生の場合には、そのプロセスを具体的に学習するような支援を行う。
また、学生が自分の適性が分からない場合には、様々なテストを利用しながら
自己理解を深めると同時に、様々な職種や職業に関する情報を提供し、学生の
適性と職種や就職先のマッチングができるようにする。さらに、単に就職先を
見出すことができるようにするだけではなく、学生自身の将来にわたって職業
意識を高めたり、ワークバランスを考えることができるようにキャリア発達を
促進のために手厚い支援を行っている。
このように、学生はキャリアカウンセラーから多くの支援を受けることがで
きるが、その一方で、特に、理工系の大学生が相談時に抱く不満の多くは、

キャリアカウンセラーなどの相談員が、理工系の職種や業界について限ら
れた知識と経験しか持っていないために、学生が希望の職種や職業に就く
ためには、その職種についての詳しい内容や、その職種を遂行するために
必要なスキルや資格がどのようなものであるかなど、適切な情報とアドバ
イスが得られないことである。
このような不満に対応するためには、幅広い職種や就職先に関する情報
を提供するにとどまらず、理工系学生に特化した職種や就職先に絞った有
効な情報と、学生の状況にあったアドバイスとなるガイダンスを提供する
ことが必要であると考えられる。また、必要な情報やガイダンスを提供す
るしかたについては、学生が常にキャリアカウンセラーに相談できる環境
にいないため、前述のような学生の利便性を考慮すると Web を利用したシ
ステムが有効であろう。
また、この職業情報を提供する支援に関しては、欧米では、数十年にわた
って様々な職業のデータベースが蓄積されてきた利点を生かして、既に 1970
年代からコンピュータを用いた支援システムが開発されている。さらに、近年
では、Web を活用した支援システム、たとえば、SIGI PLUS（ Katz, 1980）、
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DISCOVER、CHOICE などが実用化されている。これらのシステムは、幅広い
職業や職種に就くために必要な知識やスキルなども含めて多様な情報を提供し、
双方向的な支援のための機能を有するガイダンスシステムであり、多くの学生
の広範な要求にリアルタイムで応じることを可能にしている。
また、このようなシステムの最大のメリットは、膨大な就職情報データベー
スの蓄積や更新が容易であり、ユーザの多様な条件に基づき検索が容易である
こと、またそのプロセスや結果についても可視化されており、そのデザインが
工夫されていて見やすいこと、さらに、実際のカウンセラーによるガイダンス
と比較して、システムによって示されたガイダンスは完全に一貫性のある支援
になっていることである。これに加えて、低コストで多くの学生が利用できる
ことである（ Katz, 1990; Sampson, Reardon, & Lenz, 1991）
。

一方、国内での職業情報の提供については、冊子体の「職業ハンドブッ
ク」の発行や、2006 年からこの職業情報の探索機能と適性診断機能を合わ
せ持った総合職業情報システム「キャリアマトリックス」が開発されたが、
2010 年に行政刷新会議の事業仕分けにより廃止され、学生が手軽に使用で
きるシステムがなくなった。現在、使用できる Web を活用した類似の支援シ
ステムは、日本では、労働政策研究・研修機構が有償で提供しているキャリア・
インサイト（In★Sites2000）があるが、まずソフトを購入し、使用するパソコ
ン一台一台にインストールし利用するシステムであり、学生がどこからでも手
軽に利用できるシステムではない。この他には、理工系学生が利用できる総合
的な支援システムなどは開発されていないことから、理工系学生のための支援
システムを開発することは急務である。
3. 大学生の職業選択・決定のプロセス
本研究の Web を用いた支援システムを開発するにあたって、まず、職業
選択と決定のプロセスについて明らかにする。本研究における「大学生の
進路選択と決定のプロセス」とは、自分が就きたい職業、あるいは、就職
したい会社について、未決定の状態から意思決定に至る過程のことであり、
将来の職業や就職する会社について、選択肢を表明できない状態から表明
できる状態に移行していくプロセスのことである。ただし、大学生の就職
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は、このような状態から、就職希望先にエントリーし採用試験を受験し、
就職希望先の採用決定が通知されてはじめて正式な決定となる。
日本人の大学生期の職業選択と決定の状況は、スーパーがキャリア発達
理論の中で提唱する「キャリア発達プロセス」で示した状況（Super, D.E・
Savickas & Super, C.M., 1984; 1996）よりも決定を先延ばしにしているモラト
リアムの状態であると考えられる。すなわち、このスーパーの理論によれ
ば、大学生の入学時の年齢では、将来の自分の進路について、それまでに
考えてきた職業の選択肢について、ある程度現実的な検討を経ているとさ
れる。そして、そのことを実現するために学部や学科選択を行い、それに
適した学部や学科に入学すると考えられている。しかしながら、日本人の
大学生の場合には、医療系や卒業時に資格を得るような一部の学部や学科
を除いて、大学入学時には、将来の職業について現実的な可能性を考慮し
たうえで、学部や学科の選択を行うのではなく、単に自分の興味や関心に
そった選択や、学力による基準で学部や学科を選んでいることが多いと考
えられる。また、入学直後から低学年時にかけては、将来の具体的な職業
を考え始め、様々な可能性を模索している時期であり、たとえ自分の希望
の職業や就職先を見出したとしても、それは、その職業や就職先に就くた
めの具体的な条件を考慮することが少なく、暫定的な決定を行っているこ
とが多い（横山, 2009a）。その後の卒業期までには、様々な職業に関する情
報を収集し、インターンシップなどを体験し、アルバイトなどの就業体験
を行う中で現実的な探索を行いながら、やっと将来の職業や就職先が明確
にできるようになると考えられる。
さらにこのプロセスは、この職業的アイデンティティの確立のプロセス
であり、職業的自己実現のプロセスとして言い換えることが出来る。すな
わち、日本人学生の多くは、アイデンティティの確立の中核にあるのは、
職業的アイデンティティであり、職業的自己実現とは、個人の価値観や興
味・生き方と個人に期待される社会的役割のうち、特に職業の中でどのよ
うにそれを実現していくのかということである。したがって、この職業選
択と決定がアイデンティティの確立に重要な役割を果たすのである。
しかも、この職業的アイデンティティの確立の発達プロセスは、大学入
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学時の決定を先延ばしにしている「モラトリアム」と、自分の職業選択に
関心が低く、何がやりたいかがわからない「混乱」傾向を持つアイデンテ
ィティから、「モラトリアム」－「達成」傾向を持つアイデンティティを
経て、自分が選択する職業が明確になり、積極的にそれに向けて取り組ん
でいる「達成」の傾向を持つアイデンティティへというプロセスをたどる
（Marcia, 1964; 横山, 2009a）と考えられる。
この職業選択と決定のプロセスは、先行研究（横山, 2009a）から、図 1 に示
すようなプロセスであると考えられる。

自己理解のプロセス

自己調整のプロセス
理想の自己

関心

職業に関する情報

④

①
②

③

実現可能な自己

自己に関する情報

現実に自己
理解している自己

図１

職業選択・決定のプロセス

まず、職業選択に対する「関心」は、職業選択と決定行動全体に影響及ぼし
ており、重要な要因であると考えられ、職業選択と決定のプロセスに関わる条
件として働いていると考えられる（横山, 2008; 横山, 2009b）
。この「関心」に
ついては、単に職業選択と決定に関してどの程度の関心があるかではなく、職
業選択と決定をどの程度自分の問題としてとらえているか、すなわち現在の自
分と、将来の進路との関係性をどの程度意識できるかということである。した
がって、この関心の高さこそが、その後の職業を選択し決定の行動の積極性と
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大きく関わっていることがわかっている。
さらに、大学生が現実的に職業選択と決定を行うためには、自分自身の特性
の理解をもとにして、「現状の自分」と「こうありたい理想の自分」を見出し、
そこから、職業に対する選択肢を考えて、それらの「実現可能性」を探ってい
くことである（横山, 2009a）。その際に、自己に関する情報、職業に関する情
報、
さらに自分の専門分野などに関する情報を同時に利用しながら、
「自己理解」
を深め、
「現実の自分」と「理想の自分」両者の調整を行っていきながら、
「実
現可能な自己」を見出していくと考えられる。
図 1 に示す自己理解のプロセスでは、自己に関する情報と職業に関する情報
を利用して、
「理想の自己」と「現実に理解している自己」
（以下には、
「現
実の自己」と記載）を明確にしていく（矢印の番号①と②）。さらに、自
己調整のプロセスにおいて、その両者の調整をはかることによって（矢印
の番号③）実現可能な自己を見出していく（矢印の番号④）。さらに、こ
の理想の自己と現実の自己との調整プロセスにおいて、実現可能な自己に
対する確信が持てなかった場合には、再度、その自己理解をやり直し、最
終的に実現可能な自己について明確になるまでこのプロセスを繰り返して
いくと考えられる。すなわち、この自己理解のプロセスと自己調整のプロ
セスを繰り返しながら実現可能な自己に対する確信を高めていき、最終的な職
業を選択し決定すると考えられる。
しかもこの職業的自己実現を行うための「自己調整プロセス」は一つの
タイプだけではなく、理想志向型、理想回避型、理想至上型、理想拒否型、
現実探索型の 5 つの異なるタイプがある。
理想志向型とは、理想の自己を明確にもっており、それを実現するため
の理想の進路をあくまで追求しようとするタイプである。理想回避型とは、
理想の自己を明確にもっているが、あえてそれを追求せず、それに代わる
進路を見出そうとしそれに向かって努力するような、理想の自己と現実に
理解している自己の両者を調整しようとするタイプである。理想至上型と
は、理想志向型の現実に理解している自己を理想に近づけるように努力す
るタイプとは異なり、現実に理解している自己を一切考慮せず、自分の理
想の進路のみを追い求めるタイプである。理想拒否型は、理想の進路の実
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現可能性を考えたとき、その可能性が低いことから理想の進路を追求はせ
ず、現実に実現できる進路を探していくタイプである。そして、現実探索
型は、理想の自己を持たず、全く理想の自己を追求しない場合であり、む
しろ、現実に理解している自己のみを追及していくタイプである。
さらに、理想の自己と現実に理解している自己の両者が調整するプロセスに
おいて、理想の自己は自己評価をする基準ともなることが考えられるが、理想
の自己を見いだせなかったり、理想の自己を放棄する場合には、どのようなプ
ロセスを辿るのかいう問題がある。これに関しては、現実の自己と理想の自己
の二者間のずれの逓減が大きな役割を果たすことが予想される。それは、理想
の自己が現実の自己に比較してどの程度の実現可能性があるかという主観的な
評価を行っていると考えられる。すなわち、現実の自己と理想の自己と比較し
た時に、ある程度成功の確率が大きいと評価すれば、この二者間のずれを低減
することを考えるが、反対に、この成功の確率が小さいと評価すれば、理想の
自己をめざすことなく、それを回避する行動をとると予想される。このことか
ら、様々な情報を用いて、現実の自己と理想の自己の主観的な評価を、現実的
にある程度予測していくことは非常に重要である。
さらに、自己に関する情報と職業に関する情報の収集と、その収集した情報
をどのように適切に処理し、活用していくかという問題も重要な問題であり、
意思決定の方略や手順といったメタ認知的知識とこの状況をモニターしていく
というメタ認知的活動が必要である。特に、この調整プロセスにおいて、後者
の自分がその時どのような状況にいるのかについてモニターできること
は非常に重要であると考えられる。それは、単に自分のおかれている状況
を知ることではなく、より積極的に自分の実現可能な選択肢を明確にして
いくために必要なことであり、自分にとって、どのような選択肢があるの
か、また自分の持っている情報から実現可能な選択肢について考えられる
ようにすることである。この予測は、自分自身で決定した後の満足度と深
く関わっており、さらに、その後の実際の職業において適応できるかどう
かの予測とも関っていると考えられる。
また、大学生についての認知的な発達の見地から、最初の状況ではメタ
認知的知識が十分ではないことも考慮すべきである。職業選択と決定のよ
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うに大量の情報から必要な情報を探索し、できるだけ効率よく進路選択と
決定を行うためには、意思決定の手順や方略、また、その過程の学習、さ
らに、進路選択と決定のシミュレーションを何度も行って、実現可能な進
路についての確信度を高めていくことが必要である。そして、実際にこの
ような学習を行うと、メタ認知的な知識や経験が身につくだけではなく、総合
的判断を行ったり、直感的判断に頼るのでは無く、一貫性のある合理的判断が
できるようになると考えられ、かなり複雑な意思決定のプロセスであっても、
判断の誤りの可能性が低くなることが検証されている（横山, 2009a）
。
4. 自分に関する情報と職業に関する情報の職業選択と決定に果たす役割
では、この職業選択と決定には、自分に関する情報と職業に関する情報が必
要であるが、それらは、具体的にどのような情報であろうか。
まず、現状での自分の特性と理想の自己を理解するために、自分に関する情
報が必要である。このうち、職種や職業を選択する場合に学生自身が理解する
特性として職業適性があげられる。この職業適性は、スーパーが提唱した、職
業適合性 （Vocational Fitness）があり、以下のような項目があげられている。
①能力に関する情報
・一般的な知的能力、
・空間視覚化や知覚の速さと正確さ
・精神運動機能
・技能（様々な科目に関する学力やコンピュータなどを扱う技能など）
・専門領域についての知識や技能
・未知の力や可能性
②人格に関する情報
・性格特性（
「神経症傾向」
「外向性」
「経験への開放性」
「協調性」
「誠実性」
）
・職業に関する興味
・価値観
・物事に対する態度
これらの多くは、様々な生活や作業場面によって自覚されることもあるが、
特に、能力に関しては、厚生労働省編一般職業適性（GATB）によっても測定
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できる。ここで、未知の力や可能性を想定しているのは、職業に就いた後に獲
得する知識や技能なども多くあるためである。
一方、人格的な側面に関しては、日常の行動や態度や考え方から推測できる
が、さまざまな心理テストを利用して理解することも可能である。たとえば、
性格特性については、YG 性格テスト、MMPI などの性格テストを使って明ら
かにすることができる。また、職業に対する興味については、職業レディネス
テストや VPI 職業興味検査によって知ることができる。職業的価値観などにつ
いても、この他の様々なテストが開発されている。
一方、職業に関する情報は、大学生が職業選択のために必要な情報は幅広い
が、大別すると以下のようになる。
① 職業を取り巻く環境に関すること（社会的経済的な状況）
② 職業の意義に関すること（職業の意義や働くことの意義）
③ 産業界や職業の種類に関すること
④ 職種と業務内容に関すること
（職種に必要とされる能力や汎用的な能力、専門的な能力や資格）
⑤ 就職に関すること（就職するための手順や活動内容）
⑥ 職場に関すること（福利厚生、定着率、雇用条件など）
このような情報は両方とも重要な情報である。従来の職業選択の支援では、
これらの全ての情報について、
知識を増やすことが重要視されてきた。
さらに、
自分に関する情報を収集して自分の特性についての理解を深めた後に、職業に
関する情報を収集し、自分に適している職業を選択するという順序で情報を利
用し職業選択をすることが多かった。しかしながら、先行研究（横山, 2009a）
からは、職業選択と決定が比較的進んでいる学生は、最初から同時にこの両者
の情報を収集し、決定の時期には両者から得られた知識を豊富に備えているこ
とがわかった。
また、職業に関する情報を収集することによって、職業に関する知識は増加
すると考えられるが、この情報は、単に職業に対する理解を深めることに寄与
するのではない。
学生は、
この職業に関する情報を収集するプロセスにおいて、
自分がそれまで知らなかった新しい職種の内容を詳しく知ると同時に、職種や
職業を取り巻く環境など、さまざまな面から職業に対する理解を深めることが
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できるようになる。さらに、今まで自分が考えなかった新たな職種に興味の範
囲が広がり、また、それぞれの職種が要求する具体的な能力や資格などを知る
ことにより、それまでの自分の特性を見つめなおすことができ、自己理解をさ
らに深める契機となるのである。このように、自分がどのような職種なら取り
組めるのかということを考えることによって、自分の将来像と関わる理想の職
業を具体化できるようになり、さらに、なぜその理想の職業を求めるのかとい
った職業的価値観についても考えることができるようになるのである。
したがって、職業に関する情報によってもたらされる職種などの知識は、自
分の特性についての理解を深めだけではなく、自分の理想の進路やそれに関わ
る生き方や、職業的自己実現がどの程度達成できるかということとも深く関連
していると考えられる（横山, 2010)。
以上のことから、大学生が職業選択と決定ができるためには、まず、自分自
身の特性について理解を深め、次いでに職業に関する情報を得るというように
順番に情報を収集するのではなく、はじめからそれらの両者の情報を同時並行
的に収集し、積極的にその両者を関連づけて活用しながら、自分の可能な進路
について考えていくことが必要である。
以上のことから、大学生の職業選択と決定のための支援を考えるときには、
インターンシップなどに積極的に参加する一部の大学生を除いて、多くの学生
は、職業に関する知識がかなり少ないことが予想されることから、積極的にこ
のような職業に関する情報を提供することが必要であろう。
5. 理工系学生のためのガイダンスモデル
では、
次に、
このような職業選択と決定のための学生の支援を考えるために、
この職業選択と決定のプロセスを踏まえて、ガイダンスモデルを検討する。
図１の職業選択と決定のプロセスをもとにすると、
学生がどのような順序で、
職業を選択し決定することができるのかが明らかになるため、このプロセスに
そって、学生の支援を行うためのガイダンスモデルを考えることができる。
それを次の図２に示す。最初に、
「Ⅰ.自分の最初の状態の理解」をもとにし
て、次の各段階の具体的な支援内容と方法が決まる。この中で、特に「関心の
程度」は非常に重要な条件であるため、この程度を知ることは最重要である。
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それに加えて、自分の特性と、将来の自分の進路の見通しを含めて職業につい
て、どの程度自己理解ができているかを知る必要があることから、これらの特
性を知るためのツールを提供するような支援が必要である。
Ⅰ.自分の最初の状態の理解

Ⅱ.職業選択と決定のプロセスの学習

①関心度（課題の認知度）

①職業選択と決定のプロセス

②自分の特性についての知識

を知る

③職業に関する知識

②職業選択と決定に必要な

④自分の将来への見通し（明確化）

Ⅲ．自己の特性を知る

情報について知る

Ⅳ. 職業について知る

①能力面（Ability）

① 社会的経済的な状況

・知的能力、知覚の正さ

② 働くことの意義

・技能

③ 産業界や職業の種類

・専門領域の知識や技能

④ 職種と業務内容

②人格面（Personality）

（要求される能力や資格など）

・性格特性

⑤ 就職活動の内容

・職業に関する興味

⑥ 就職先の情報

・価値観
・態度
Ⅴ. 職業の選択肢を考える
①選択と決定のプロセスを知る
②職業選択肢の望ましさ（効用）のシミュレーション
Ⅵ. 具体的な求人情報から選択する
①様々な求人サイトから情報を得る
②具体的な就職先を選択する。
図２ 学生の支援のためのガイダンスモデル
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もし、職業選択への関心が低い学生の場合には、
「Ⅱ. 職業選択と決定のプロ
セスの学習」が有効であるため（横山, 2009a）
、そのプロセスの学習と、さらに、
そのプロセスにおいて、どのような情報が必要であるかについて学習する。
次に、
「Ⅰ. 学生の最初の状況」に応じて、
「Ⅲ. 自己の特性を知る」
、あるい
は「Ⅳ. 職業について知る」ための取り組みを行う。これについては、前述の
ように、特に職業情報を収集し、理解することが重要であることから、この「Ⅲ.
自己の特性を知る」と「Ⅳ. 職業について知る」については、同時並行的な支
援が必要である。職業選択に関心が低く、自己の特性の理解が十分ではない場
合には、
「Ⅳ. 職業について知る」ことから支援を始めることも有効であると考
えられる。
このような支援を行ったうえで、自分の職業選択肢をいくつか見出すことが
できれば、自分の考える条件にそって、それぞれの選択肢がどの程度自分にと
って望ましいか（効用）の評価を行い、職業選択肢を絞ることになるが、この
プロセスが不十分な学生については、この一連のプロセスを学習し、さらに、
選択肢のシミュレーションを行うなどの支援を行うことが必要である。
最後に、
職業選択肢をある程度明確化することができれば、実際の就職情報を提供して
いる大学のサイトや各企業から提供されているサイトを利用して情報を収集し、
具体的な選択条件明らかにしたうえで、具体的な就職先を探すことに取り組む
ことになる。
6. 大学生の職業知識について
次に、職業選択と決定の Web を利用した支援システムの具体的な検討を行う
ために、まず最初に、大学生の職業に関する知識がどの程度あるのかについて
知るために、以下のような調査を行った。
調査対象者は、理工系 3 年生の 35 人であり、全員が教職課程を履修している
学生である。また、進路指導などの授業を受講しているため、他の学生に比べ
て職業に関する関心が比較的高い学生である。調査時期は、職業選択に関心が
高く、現実的に就職を考え始める 2017 年 9 月下旬である。
この調査方法は、VPI 職業興味検査の中で用いられている日本国内の代表的
な 160 種類の職業について次のように評価してもらった。それは、これらの情
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報について「１:まったくわからない」
、
「２:名前を聞いている程度である」
、
「３:
職種の内容についてイメージとしてわかる」
、
「４:職種の内容はだいたいわかっ
ている」
、
「５:職種の内容やその職業に就く方法をよく知っている」の 5 段階評
価である。
その結果、平均回答数は以下のようである。
「１:まったくわからない」が 15
種類、
「２:名前を聞いている程度である」が 30 種類、
「３:職種の内容について
イメージとしてわかる」が 65 種類、
「４:職種の内容はだいたいわかっている」
が 30 種類、
「５:職種の内容やその職業に就く方法をよく知っている」が 20 種
類であった。これらのほぼ内容がよくわかっている職業は、全体の 30％程度で
あった。このよく知っている職業については、たとえば、弁護士や教師など誰
もが知っている有名な職業であったり、自分が普段から興味を持っている職業
であることから、教職を目指す学生であっても、職業に関する知識は決して豊
富ではないことがわかる。
この結果は、大学生を対象とした坂柳・後藤の研究（1995）の結果ともほぼ
一致する。この研究では、ホランドが提唱した職業の 6 領域に入る 60 種類の職
業名について、
職業内容をどの程度知っているかについて調査した。
その結果、
大学生の職業についての理解は、
幅広く豊富であるとはいいがたい状況であり、
名前だけ知っている職業は 24 種類に及んでいることが示されている。さらに、
結果についての考察では、
「しかも大学生が職業の情報を獲るのはマスメディア
などが主であり、積極的に調べたものではなく受け身であり、自分で調べよう
とはしない」ことが示されており、職業情報を収集し獲得できるような環境づ
くりも要請されてくること、さらに職業の世界について、主体的に調査・探求
して行くような態度を育成することの必要性が指摘されている。
これらの研究に示されているように、大学生の職業そのものについての知識
は決して多くはない。さらに、具体的な職業選択と決定のためには、このよう
な職業だけではなく、業界や職種についての知識が必要であると考えられる。
特に、今日のように、職業を取り巻く社会経済状況の変動が大きい状況におい
ては、自分が専攻した学部や学科で学んだ内容と、職業や職種で要求されるこ
とが必ずしも一致せず、
学部や学科で学んだ知識や、
そこで身につけたことを、
自分が選んだ業界の中でどのように生かせるのか、また自分の強みを最大限発
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揮できるかを考えることが必要であることから、業界や職種に関する知識も非
常に重要である。
7. 職業理解のための支援プログラムの検討とシステムの設計
7.1 システムが提供する支援内容の決定
このような大学生の現状を考えると、職業についての理解を深めることは、
職業選択と決定に非常に重要な役割を果たすと考えられることから、職業につ
いての理解を深めながら自己理解も深めることが出来るような支援プログラム
の開発が必要であることがわかる。
そこで、図 2 に示したガイダンスモデルのうち、本研究では、特に、
「Ⅳ. 職
業に関する情報」を提供し、職業や職種について理解できるような Web システ
ムを、まず最初に開発することにした。
さらに、図 2 のガイダンスモデルにそって、この Web システムの基本的仕様
を作成した。本システムにおいて提供する項目の順番は次のとおりである。さ
らに、この内容について、具体的に提供する情報についても検討を行った。
①大学生が自分の職業に関する興味や能力などの特性を知ること
②その特性に沿った検索条件をもとにして、職種の情報を検索すること
③検索の結果提示された職種の情報の詳細について知ること
④その提示された情報をもとにして、自分自身の特性を見直したり、
希望の職業について明確にすること
7.2 使用する職業データベースの選定
まず、使用するデータベースの選定について検討を行った。学生の利便性を
図るためには、
日本語の職業データベースが有効であると考えられることから、
国内の職業データベースについて調査を行った。その結果、今後発展すると予
想される業種についてその業務内容、資格制度、必要な教育訓練等を明らかに
し、それを情報化することという国の基本計画に沿って、日本の労働省と職業
研究所が一体となって、アメリカの OOH（Occupational Outlook Hand book）

を参考にして、昭和 55 年度から開発した「職業ハンドブック」があることが
分かった。これは、昭和 58 年度までに合計 31 分冊（242 職種）だったものが、
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昭和 60 年には、全 1 冊の総集編となり、平成 9 年には 300 職種に拡大され、
「職

業の地図」としての情報を提供している。その後、これは、CD-ROM 化さ
れ、現在ではパソコンで利用できるようになっている。

ここに組み込まれている情報は次の 6 項目である。
① どんな職業か： その職業について全く知らない人でも全体的なイメー
ジがつかめるように職業の特徴や内容など
② この職業に就いている人たち： この職業に就いている人たちがどのく
らいいるか。性別、年齢別の就業者数、就業上の地位、雇用形態などの状
況など
③ この職業に就くには： この職業に就くために必要とされる学歴、専攻
科目、専門領域、実践経験、国家試験・免許資格の必要性など
④ この職業の歩みと展望： この職業はこれまでどのように推移してきた
か。今後どのように推移するかなど
⑤ 労働条件の特徴 ：その職業の労働条件の具体的内容など
⑥この職業についての問い合わせ先： この職業についてもっと知りたい場
合にこの職業についてもっと知りたい場合の問い合わせ先、関係行政機関、関
係団体などの所在地、電話番号など
さらに、平成 18 年に、この職業情報を探索する機能と心理テストなどの適性
診断機能を合わせ持った総合職業情報システム「キャリアマトリックス」が開
発されたが、前述のようにその後の行政刷新会議の事業仕分けにより平成 22
年廃止された。このため、現在利用できる職業データベースは、この CD-ROM
版の職業ガイドブックのみであることが判明したため、そこに掲載さている
300 種類の職種について精査した結果、日本の代表的な職業ではあるが、理工
系学生が選択する職種はＩＴ系を中心として、現在、かなり職種の分化が進ん
でいることから、この中には、実際に理系の大学生が就職する職業数が少ない
ことが分かった。また、民間のサイトの情報もいくつか調査したが、職業検索
ができるサイトはあるものの、そこで使用されている職業情報データベースは
公開されておらず、本システムに利用できるデータベースはなかった。
このように、国内で理工系学生に適切な電子情報として利用できる情報は皆
無であったことから、調査対象を海外の職業データベースまで広げて調査を行
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った。その結果、アメリカ国内では、米国労働省が 2003 年から提供している職
業・資格情報の総合サイト「O'net Online」があり、職業選択と決定のために使
用されている。また、そこには、職業に関する大規模な情報データベースがあ
ることが判明したため、それについてについて詳細な検討を行った。
この米国労働省の O'net の職業データベースは、約 1000 の職業が用意されて
おり、それらの職業を様々な面から数値化したものであり、Excel、MySQL、
SQL Server、Oracle といったデータベース形式の電子ファイルとして提供され
ている。さらに、これら O'net のデータベース等ファイルは誰でも自由にダウ
ンロードでき、利用することができる。
これは、具体的には、1 つの職種について、次の 14 項目に関して、カテゴリ
を設定し、そのカテゴリ毎に小数点以下 2 桁まで数値化したデータがセットさ
れている。
①知識（Knowledge）
、②スキル（Skills）
、③能力（Abilities）
、④教育
（Education）
、
⑤経験（Experience）
、⑥訓練（Training）
、⑦ジョブゾーン（Job Zones、全体
的な職業の難しさ、簡単な説明を受ければできるものから何年にもわたる専
門的な教育訓練が必要なものまで）
、⑧職業興味（Interests）
、⑨職業価値観
（Work Values）
、⑩ワークスタイル（Work Styles）
、⑪課業（Tasks）
、⑫道具と
技術（Tools & Technology）
、⑬仕事での活動（Work Activities）
、⑭仕事の関係
性（Work Context、他の職業の人との関係、組織の中での位置づけ）
この数値化は、実際の職業の従事者からの回答の平均値と、専門のアナリス
トの評定を平均したものである。この数値と項目の更新は行われており、現時
点で最新のファイルは 2015 年 10 月にリリースされた O*NET 20.1 である。
さらに、このシステムにおいては、上記のほとんどの条件を使って逆に、職
業について検索することができ、その職業の詳細な内容を知ることができる。
さらに、自分の特性を知るためのツールとしては、ホランドの理論にもとづい
て作成された「職業興味テスト」が用意されている。
このシステムで出力される情報は次の通りである。①職業名のリストが表示
される、②この職業リストから職業名をクリックすると、上記の 14 項目内容に
ついて、詳細なデータがすべて表示される。
このデータベースの下位項目の位置づけと構成は、図 3 のとおりである。
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図 3 O'net の職業データの構造
これは、職業に就く場合に、学生自身の特性（Worker Charcteristics）
、学生に
要求されること（Worker Requirement）
、経験として要求されること（Experience
Requirement）などの学生に要求される項目（Worker-oriented）と、職業に必要
なこと（Occupational Requirement）
、労働の特性（Workforce Charactaristic）
、職
業についての情報（Occupation-specific Information）などの職業情報（Job-oriented）
に関することに、大きく 2 分される。
この職業データベースに使用されている職種数は非常に多いが、本システム
に実装するために、この職業データベースのさらに下位項目のデータベースが
どのような構成であり、それがお互いにどのように関連した構造になっている
のかについて、詳細な解析を行った。その結果、このシステムに入っている職
種の総数は 1110 種類であるが、この職種データについて、すべての下位項目
がほぼすべてそろっているのが、約 900 種類の職種データであった。そこで、
本システムでは、このすべてがそろっている約 900 の職種のデータを利用する
こととした。
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7.3 学生の特性と得点の利用について
次に、このシステムで提供できる「学生が自分自身で理解する特性」につい
ては、様々な項目があげられるが、このうち、まず、能力面について検討した。
その結果、能力面については、成育歴や日常の行動から自己評価をすることが
できるが、それが客観的な評価と異なる場合が非常に多いことから、客観的に
評価できるツールを調査した。その結果、紙媒体で実施する GATB（一般職業
適性検査）があることが分かったが、さらに、このテストで測定される能力に
ついては、職業を遂行する場合に必要な能力のうち基礎的な汎用的な能力であ
ること、さらに、実施にあたっては、このテストを短時間で実施することはか
なり難しいことが分かった。そこで、このテストを利用することを断念した。
そこで、この能力面ではなく、通常の職業選択と決定のための支援を行う場
合によく使われている「職業に対する興味」から始めることにした。
この検討結果を参考にして、利用できる職業データベースを利用し、
「職業興
味」によって職種が検索できるような機能を持つ Web システムを試作した。
今回、この Web システムで用いる O'net の職業データの「職業に対する興味」
に関する情報については、ホランドが提唱した VPI 職業興味検査の得点を使用
していることから、本システムに関しても、VPI 職業興味検査の得点を使用す
ることにした。この VPI の職業興味テストでは、R（現実的）I（研究的）A（芸
術的）S（社会的）E（企業的）C（慣習的）の 6 つの得点が算出されるため、
この得点を使用する。以下では、この得点の記載を RIASEC と略記する。
次に、この６種類の得点の利用について、具体的に本研究で開発している
Web システムに組み込む方法を次のように検討を行った。通常はこの RIASEC
の得点について高得点の上位 3 位までの得点を用いて、その特徴に該当する職
業を検索しその結果が示されるが、この方法と同じように、上位 3 位までの得
点を用いるのか、あるいは、6 項目の得点全てを用いて、もともとの職業デー
タベースが持っている数値との類似度を算出し、最もその類似度が高い方を使
用するかについて決定するために、学生に両方の結果を示して、その結果を考
察してもらうという次のような調査を行った。
まず、3 年生のキャリアプラニング 1 を履修している学生に、この 2 通りの
方法のうち、どちらの方法がふさわしいのかについて調査を行った。この調査
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に協力した学生は、この科目の授業の中で、既に VPI 職業興味検査を受験し、
そのテストで算出された得点にもとづき職種を探し、それが自分のテスト前に
希望していた職種と比較し、考察するという課題に既に取り組んでいた。そこ
で、この学生にこの調査の目的を伝えて協力を依頼した。まず、RIASEC の 6
種類の得点を報告してもらい、その得点を使用して、試作したシステムを用い
て次のような 2 種類の結果を返却し、その結果について考察してもらった。た
だし、このテストを受験できなかった学生には、O'net 上で実施可能している
30 項目からなる簡易版を回答してもらい、RIASEC の 6 種類の得点を報告して
もらったものを用いた。また、個人情報に配慮し、報告された得点と返却した
結果については、この研究以外では一切用いないことを伝えた。
学生に返却した結果は、次の 2 種類である。
1．RIASEC の得点のうち、高得点の 3 位までの 3 つの得点を使用して検索
した職種について、10 種類の職種の職種名と概要を記載したもの
2．RIASEC のすべての得点を用いて類似度の近いものから検索した 10 種類
について、職種の職種名を概要を記載したもの
今回の調査で、学生に考察してもらった内容は次のとおりである。なお、こ
の課題は、教育的な面を考慮した課題である。
①提示した情報の英訳：これらの情報は英語版であるため、まず最初に、
全ての結果について日本語訳を作成するように伝えた。
②上記の 2 種類の情報の評価：上記の 2 種類の方法で検索した 2 種類の結果
について自分が希望する職種として満足できる職種数が、どちらが多いか
について評価してもらった。
③3種類の職種の評価：2種類の方法で示された結果の10種類の職種のうち、
3 種類程度を選んで、その職種について、自分の専門と関連しているか、
自分が期待した結果かどうか考察してもらった。
③の 2 種類方法の結果のうち、どちらが望ましいかについて評価してもらっ
た結果については、3 項目の方が望ましいと回答した学生と、すべての項目を
利用した結果が望ましいと回答した学生の割合がほぼ同数であった。このこと
から、本システムでは、全ての項目の得点を利用して検索を行うことに決定し
た。なお、ここでは、VPI 職業興味検査の得点を利用することを主としている
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が、VPI 職業興味検査は、雇用問題研究会から市販されている職業適性検査で
あり、学生が自由に受験できるテストではないことから、このテストが使用で
きない場合には、この他に独自に開発した職業興味検査（横山・石塚, 2012）
の利用を再検討する。
さらに、学生の考察の結果については、
「自分の思った通り、もともとの希望
どおりであった」という場合の学生は 68％と、
「予想に反している」という場
合は 32％であった。前者の「思った通りであった」という場合は、自分の考え
たことを確認できた、
詳しい内容が分かってよかったという感想が寄せられた。
さらに、提示された職種では、自分が学んでいる専門とあっているため、それ
を活かしていきたいという考察が多かった。ただし、この中には、特に、理学
系で研究志向が強い場合には、提示された職種のほとんどが、実際に学生が就職
するにはかなり難しいという感想が寄せられた。このことを詳細に調べたか結果、
それらの職種のほとんどが、大学院卒程度レベルの職種であることが分かった。
一方、
「予想に反している」場合では、
「自分が思いつかない職種だった、新
しい発見があった」というように提示された職種を受け入れた場合と、
「示され
た結果を生かしたいと思わない」というように、受け入れらなれないという場
合に分かれた。このうち、前者の「新しい発見だった」と提示された職種を受
け入れた場合には、さらに自分で職種の詳しい内容を調べたいなど積極的な意
見が多かった。また、提示された数種類の職種に共通する職務内容から、自分
の興味やスキル、職種やその職業の特性、さらに、自分ができる職務内容の可
能性を考えて、現在自分が希望している職種の他にさらにどのような職種に就
く可能性があるのかなど、将来の職業についてさらに範囲を広げて考えたとい
う感想も寄せられた。一方、
「予想に反しており、提示された職業を受け入れな
い」という場合には、その理由は、自分の希望する職業が入っていない、自分
が希望する業界にはない仕事であったということがあげられた。
これらの学生の考察の結果から、本システムで学生に提供する職業のレベル
については、
本システムを使用するのは、
学部卒の学生がほとんどであること、
また、中卒程度の仕事を選ぶことはかなり少ないと考えられことから、最初の
出力では、大学院卒レベルの職種は表示せず、大卒程度のレベルの職種を表示
することとした。しかしながら、学生の中には、大学院に進学する学生もいる
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ため、大学生が職種を検索する場合には、自分で職種のレベルを設定できるよ
うすることとした。
さらに、自分の専門分野について、大学生が職業選択と決定をする場合には
自分の学んでいる専門分野を生かした選択を行うことが多いことから、専門分
野の項目、すなわち、この職業データベースの「知識」の項目を加えることと
した。なお、自分の専門分野を重視しない学生の場合には、専門分野（知識）
は入力しなくても、最終的に職種が表示されるようにした。
7.4 Web システムの構成について
以上の検討をもとにして、新たに設計した Web システムの構成については、
次の図 3 のように決定し、本格的な実装作業に入っている。
表紙 システムの説明

＊Login 学籍番号 日時

職業興味テストの受験の有無

1. 受験 2. 未受験

職業興味(VPI)テストの得点の入力

新職業興味テストに回答

職種の難易度の選択（中卒/高卒/短大卒/大卒/大学院卒）
33 の専門分野から選択（未選択でも OK）上位 3 項目まで
結果の出力と表示・出力データの保存 10 項目表示（職種名と概要）

職種の詳細説明の表示（活躍できる産業分野要求されるスキル）
図３ 開発したシステムの画面の遷移図
最終的に提示される職種の情報は 10 種類とし、学籍番号と名前、職業興味の
得点、職種名、職種の概要、職種のレベルの 5 種類である。さらに、職種の情
報を詳しく知りたい学生については、職種名をクリックすると、さらに詳しい
職務内容、その職業を遂行する場合に要求されるスキルなどが表示される。
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8. 今後の課題
このシステム構成にそって、現在、実装作業を行っている。そこで、今後の
課題として、次のような課題がある。
1．職業興味検査の新版の開発
VPI 職業興味検査を受験できない学生のためのために、新たな検査の開発が
必要である。これについては、以前開発したものがあるため（横山・石塚, 2012）
、
その有効性を検討することによって、再度検討し、最終版を完成させる予定で
ある。そして、本システムに、この最終版を実装することについて検討を行う。
2．産業分野の利用の検討
学生の実際の就職先を見つける際には、産業分野や業界から職業を探す場合
が多いため、産業分野からの検索できる機能を実装できるかどうか,具体的な検
討を行う。
3．提示する情報の日本語化
学生から要望があった提示する職業データの日本語訳版の提示である。これ
については、最近では、サイトに自動翻訳機能もあるため、それを併用するこ
とができるかどうか検討を行う。
4．その他の項目の利用
この職業データベースには、今回使用する項目のほかに、職業価値観やワー
クスタイルなどがある。これらは自分の特性であるため、これを利用するため
には、それを測定するツールの開発が必要である。さらに、能力の評価につい
ては、現状では利用できるツールが GATB であることから、これについても何
らかのツールが必要である。この課題については、順次検討していきたい。
注
本研究は、JSPS 科研費（基盤研究 C 課題番号 JP 26350333（研究期間 2014 年度～2017
年度）
）による研究である。
引用文献
榎本和生 横山明子 2013 大学生のためのライフキャリアデザイン（株）さんぽう
Katz, M.R., 1980 SIGI: An Interactive Aid to Career Decision Making. Journal of College
Student Personnel, 34–40.

－ 195 －

Marcia, J.E. 1964 Development and validation of ego identity status. Journal of

Personality and Social Psychology, 3, 551–558.
坂柳恒夫 後藤 正樹 1995 大学生の職業知識 愛知教育大学研究報告教育科学 44
217－228.
Sampson,J.P.Jr., Reardon,R.C., & Lenz, J.G. 1991 Computer-assisted career guidance: improving the design and use of sysytems. Journal of Career Development, 17
(3),185–194.
Super, D.E., Savickas, M.L., & Super, C.M. 1984 Career and Life Development In
D. Brown, I.Brooks, & Associates (Eds.),

Career Choice and Development, San

Francisco: Jossey-Bass. Pp.192–234.
Super, D.E., Savickas, M.L., & Super, C.M. 1996 The Life-span approach to careers.
In D. Brown, I.Brooks, & Associates (Eds.), Career Choice and Development, 3rd
edition. San Francisco: Jossey-Bass. Pp.111–178.
横山 明子 2008 大学生の進路決定 ―進路決定に対する関心度の重要性― 帝京大学理
工学部研究年報人文編 第 15 号 71–103.
横山明子 2009a 大学生の進路選択・決定過程に関する研究－職業的自己実現の観
点から－ 東北大学大学院教育学研究科 学位論文 1–508.
横山 明子 2009b 進 路 選 択・決 定 に 関 す る 課 題 認 知 尺 度 の 検 討

帝京大学理工

学部研究年報人文編 第 15 号 77–105.
横山明子 2010 大学生の職業指導（キャリアガイダンス）のあり方 帝京大学理工学部研
究年報人文編 第 16 号 35–62.
横山 明子 2011 理工系大学生のための進路決定支援ツールの開発 帝京大学理工学部研究
年報人文編 第 17 号 83–132．
横山 明子 石塚 太一 2012 職業適性テストの有効性 帝京大学理工学部研究年報人文編
第 18 号 139–149．
横山明子 2014 大学生の職業理解のための支援

帝京大学理工学部研究年報人文編 第

20 号 139–149．
横山 明子 石川 朝子 粂川 美佐子 森本 紀子 2015 大学生のキャリア発達とキャリア
ガイダンス 帝京大学理工学部研究年報人文編 第 21 号 175–199．

－ 196 －

三〇

前掲書二〇、一九二頁

同前、六九四頁

同前、五九九頁

前掲書一九、四八〇頁

友会）

〈副会長〉三土忠造（東京高等師範学校教授などをへて、衆議院議員・政

族院勅選議員）

〈会長〉澤柳政太郎（文部次官、東北・京都帝国大学総長などをへて、貴

れは以下の通りである。

教科書原稿を最終的に審査する教科書調査会の、大正九年時点での顔ぶ

同前、三二六ー三二七頁

〈会員〉尾野實信（陸軍教育総監部本部長） 小笠原長生（海軍中将、東

同前、三四五頁

前掲「国定教科書が描く戦争と歴史」六三ー六七頁

宮御学問所幹事） 前田利定（貴院子爵議員） 東郷安（貴院男爵議員）

德富猪一郎（貴院勅選議員 評論・歴史家） 島田俊雄（衆院議員・政友

拙稿「国定教科書が描く近代日本の戦争」『歴史と地理』六七二 二

〇一四［平成二十六］年）三三ー三四頁

京帝国大学教授、国史学） 芳賀矢一（同、国文学） 吉田熊次（同、教

会） 樋口秀雄（同・憲政会） 馬場鍈一（法制局参事官） 黒板勝美（東

ノ附屬小學校ニ於ケル該書使用ノ經驗ニ據リ其ノ分量、程度、材料等ノ適

育学） 穂積重遠（同、民法） 林春雄（同、薬理学） 松原行一（同、

文部省は、国定教科書制度実施後に「高等師範學校及ヒ府縣師範學校

否ニ就キ年々意見報告ヲ提出セシメ修正ノ參考ニ供シ」てきた。そして、

杉浦恂太

化学） 佐々木吉三郎（東京高等師範学校教授、教育学） 山内繁雄（同、

生物学） 北澤種一（東京女子高等師範学校教授、教育学）

「該報告ハ教科書改良上有益ノ事タルヲ認メ」、「一切筆削ヲ加ヘサル」
ままで、それぞれ千頁を超える『國定●科書意見報告彙纂』一ー五（文部

して、全国の多くの師範学校から、「至尊の御缺點を擧げたるは面白から

胆力を鍛え、自分の性質を直されたという話が載せられていた。これに対

た」という書き出しで、天皇が雷を恐れないよう雷が鳴る時に軒先にでて

として、「後光明天皇は御生れつき大そう雷が御きらひであらせられまし

に「軍国主義イデオロギー」を注入する配置とは考えにくい人選である。

育者が過半数の十一名で、会長・副会長は帝国議会の議員である。意図的

東京高師二名、女高師一名、小学校長二名という内訳である。研究者や教

海軍中将（当時休職中、翌年予備役編入）一名、法制局一名、東大六名、

全二十一名中、貴族院議員四名、衆議院議員三名、陸軍教育総監部一名、

郎（東京市本郷・誠之尋常小学校長） 伊藤房太郎（東京市芝・愛宕高等

ず」といった意見が出たために、掲載を取りやめている。また、大正五年

（拙稿「教科書編纂から見た歴史教育」『第２期日韓歴史共同研究報告書［教

省、大正二ー八年）を公刊している。それによると、現場の教師の意見で

には、画一に流れる弊害を避けるため、文部省は修身と読本の教材を懸賞

科書小グループ篇］』一〇三ー一〇四頁［二〇〇九〈平成二十一〉年］）

小学校長）

金つきで募集し、実際に採用された応募作品もあった。

教材を差し替えることもあった。例えば、修身教科書の中の「克己」の例

敎
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七頁

文部省『尋常小學國史』上（大正九年）、同前六二二ー六二三頁

文部省『小學國史 尋常科用』上（昭和十五年）、前掲書二〇、一二

文部省『初等科國史』上（昭和十八年）、同前二四八頁。

前掲書二〇、一二九頁

同前、二五〇頁

同前、二五一頁

前掲書一九、六三〇頁

前掲書二〇、二五七ー二五八頁

国定修身教科書第一・二・三・四・五期は海後宗臣他編『日本教科書

大系 近代編』三（講談社、昭和三十七年）による。個々の教科書名は省
略する。
同前二六頁

同前三八九頁

国定国語教科書第一期は、海後宗臣他編『日本教科書大系 近代編』

六（昭和三十九年）、第二・三期および四期一・二・三年は同前七（昭和
三十八年）、四期四・五・六年は同前八（昭和三十九年）による。個々の
教科書名は省略する。
同前七、七三ー七四頁

同前七、六五九頁・同前八、四三一頁

同前八、一七二ー一七三頁

同前、二〇八ー二一〇頁

前掲書一九、六八八ー六八九頁

同前、四五三ー四五四頁

前掲書二〇、二七四頁

前掲書一九、四五六ー四五七頁

同前、四五九頁

同前、四六〇・四六一・四七一・四七四・四七五・四七七・四八〇・

四八一・四八二・四八三頁
同前、四七六頁
同前、五九四頁
同前、六八六頁
前掲書二〇、三一六頁
前掲書一九、四七六頁
同前、五九四頁
同前、六八七頁
前掲書二〇、七〇頁
同前、一八五頁
同前、三一七頁
前掲書一九、四七六ー四七七頁
同前、四五九頁
同前、四八六ー四八七頁
同前六五一ー六五二頁

文部省『尋常小學國史』上（昭和九年）、前掲書二〇、三九頁
前掲書二〇、一五五頁
同前、二八〇頁

二九
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れ以前の教科書では、南朝と北朝を同等に扱っていたが、南

る。南北朝正閏問題が起きたためである。周知のように、そ

社説「南北朝問題ー國定教科書の失態」であり、これについ

二八

敬業社編輯所編『中等東洋歷史』（敬業社、明治三十一年）九頁

瀧澤又市『中等東洋歷史』（啓成社、明治三十九年）一二頁

河野通章『東洋歷史』（吉川半七、明治三十一年）例言

開成館編輯所編『新編東洋史●科書』（開成館、明治三十二年）例言

三十八年）には、国定教科書以前の小学歴史教科書が十二冊収録されてい

文部省『改正史略』一（文部省、明治七年）一丁

に対する問責決議案を衆議院本会議に提出したために、一気

ある。そうした点も含め国定教科書の歴史叙述は、敗戦まで
の日本の教育者が、そして世論が、もっとも幅広く共有した
あるべき歴史観を表したものといえるだろう。
注釈
福田恆存「紀元節について」昭和四十年四月、『福田恆存全集』六［文

藝春秋、昭和六十三年］八一ー八二頁 以下引用文と人名は、フォントの
ある範囲で正字体を用いた。
文部省編『史略』一（文部省、明治五年）一丁、同『史略』二、一丁

以下、同『史略』三、一丁

笠間益三編『新編日本略史』一（中村熊次郎、明治十四年）例言

伊地知貞馨『増定小學日本史略』巻上（錦森閣、明治十六年）例言

梶山雅史『近代日本教科書史研究』（ミネルヴァ書房、一九八八［昭
和六十三］年）

中川謙二郎の学事視察談話（『●育時論』六二一）同前、二一七頁

国定歴史教科書第一・二・三期は、前掲『日本教科書大系 近代編』

一九に、第四・五・六期は同前二〇（昭和三十七年）による。

拙稿「国定教科書の中の〈現代史〉」（『帝京大学文学部紀要 教育

学』二二、一九九七［平成九］年）・「国定教科書が描く戦争と歴史」（『メ

ディア史研究』二一、二〇〇六［平成十八］年）

文部省『小學日本歷史』一（明治三十六年）、前掲書一九、四四一ー
四四二頁

田中義廉編『万國史略』一（温故堂、明治八年）一丁

八頁

21

20

本多淺治郎『新撰西洋史教科書』（宝永館、明治三十五年）表紙

師範學校編『万國史略』一（文部省、明治七年）三二丁

3

文部省『尋常小學日本歷史』一（明治四十二年）、同前四九七ー四九

4

有賀長雄『西洋史教科書』（三省堂、明治三十七年）一頁

敎

意向ではなく、在野の規範意識が教科書を書き換えたわけで

るが、その内神代に触れているものが九冊、触れていないのが三冊である。

海後宗臣他編『日本教科書大系 近代編』一八・一九（講談社、昭和

敎

に国論を沸騰させる政治問題となった。このように、政府の

て衆議院議員藤澤元造が質問書を出し、さらに犬養毅が政府

坪井九馬三『中學東洋歷史教科書』（文學社、明治三十六年）一頁

朝が正統であるという記述に変更されている。この改訂のき

7

っかけとなったのは、明治四十四年一月十九日の『讀賣新聞』

8

5
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されるという枠組みで評価され続けた。そして、天皇親政と

され、大義・器量・賢明・政治の才・武勇・学問などが称揚

書の登場人物は、わがまま・おごり・栄華・遊楽・不法が排

れた物語として語ろうという姿勢が貫かれていた。歴史教科

り上げられ、浦島太郎のような昔話と同様に、日本に伝えら

できごとは、国語教科書の主として低学年用で常に詳しく取

どはっきりした変化が生じない場合が多い。例えば、神代の

して、
日本の歩みを批判する視点を避けるようになっている。

もたらした所を評価する視点が取り入れられている。全体と

面が強調された鎖国政策は、第五期から国内の平和と繁栄を

ゆる鎖国が批判されている。ただし、第四期までは否定的側

う観点から、秀吉の朝鮮出兵が評価されるようになり、いわ

え方が弱まり、「大東亞を建設」、「國民の海外發展」とい

きな変化が生じている。天皇親政と幕府とを対置させるとら

さらに大東亜戦争期の第六期歴史教科書では、とりわけ大

るようにもなった。

いう本来のあり方を逸脱させた武士による幕府政治も、全面

これも国内が一致協力して外に対処しなければならない非常

史観」を押しつけるものではなかった。第三期までの文語表

第二期歴史教科書は、明治四十四年に大きな改訂を行ってい

二七
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いる。これに対して、前近代の教材では当然ながら、それほ

的に否定されてはいない。質素・武勇・学問といった基準か

また、第六期の国史教科書は初めて「ですます」調が採用

時だという意識の表れであろう。

家や武将らが中心となる歴史教科書に対して、国語・修身教

され、柔らかな物語風に書かれるようになった。大東亜戦争

ら高い評価を得られる治政者も、常に存在した。他方、政治
科書では無名な人物も含め多彩な顔ぶれによって、歴史が語
このように前近代教材の扱いに大きな変化は生じなかった

現や第四・五期で用いられた「である」調の堅苦しさから抜

下の歴史の描き方は、決して武張った調子で硬直した「皇国

が、戦争の影響によって変貌した側面もある。満洲事変以降

け出し、柔らかな和語を用いた文体にその特徴がある。文体

られている。

の日本は、明治以降の西欧化を批判的に見直し、伝統日本を

だけに注目すれば、今日の教科書に最も近いのは、昭和十八

国定教科書は、各界の専門家を集めて編纂され、現場の教

再評価する傾向が強まるが、その影響を教科書も大きく受け
次第に詳しくなるが擬人化された表現に止まっていた。これ

師からの教科書に対する注文を広く受け付けて修正される仕

年に発行された『初等科國史』であった。

に対して、満洲事変以降に登場した第四・五・六期の国史教

組みが出来ていた （ ）。また、本論では触れなかったが、

ている。第三期までの神武天皇即位以前の「神代」の叙述は、

科書では、神代は神話的な営みだとうかがわせる記述になっ
ている。ただし第六期には、神々が対立する様相が抑えられ

69

登場している。
こしゆ

この他に、ナポレオン軍の「少年鼓手」 （二期六年）、フラ
ンスのバイオリン名手アレキサンドル・ブーシェーを扱った
「辻音樂」 （二期六年）、コロンブスのアメリカへの航海を描
いた「コロンブス」 （二期六年）と「コロンブスの卵」のエピ
ソード（三・四期四年）、「アレクサンドル大王と醫師フィリッ

二六

そうなのだが、第五期になっても扱いに大きな変化は起きて
いない。
四．おわりに

国定教科書が描く近代日本の戦争について、かつて以下の

戦のエピソードである「マリーのきてん」 （三期四年）と「兩

少年」・「チャールス、ダーウィン」 （各三期六年）、欧洲大

を受けて、教科書の大改訂が行われたといえるだろう。つま

大きく変え、日本人が共有する意識を変貌させている。それ

これらの ［近代日本が経験した］戦争は日本の国際的な立場を

ようにまとめたことがある。

將軍の握手」（三期五年）、イギリスの燈台番の娘を扱った「勇

り、国定教科書の記述のせいで日本は戦争へ突っ走ったとい

戦争教材の場合は、
その時々の戦争で評判となった挿話が、
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プ」 （三期五年）、「リンカーンの苦學」・「ウェリントンと

ましき少女」 （二期五年）・「燈台守の娘」 （三期五年）、ベー

うよりも、新たな戦争経験を受けて、国定教科書が書き換え

えるかは事前には誰にもわからない。その予測不可能な事態

トーベンが登場する「月光の曲」 （三・四・五期六年）がある。
正七年から十二年までに刊行されている。欧洲大戦の結果、

が現実になり、国民の現代日本への見方が大きく変わったの

られるという手順を経ている。戦争がどのように世の中を変

欧米を中心に大変動が起きていた時代であり、欧米への関心

を受けて、教科書が改訂されたと見ることができる。

第三期がとりわけ多いことに気づく。第三期の教科書は、大

の高まりを反映したのであろう。

そうだとすると、国定教科書を編纂した文部省は、何らか

まう し

西欧以外では、「釋迦」（三期六年）、「孔子と孟子」（二期

の教育方針をかたくなに固持し、それを小学生に押し付けた

こうし

六年）、「孔子」（三期六年）、「孔子と顔回」（四・五期六年）、

というよりも、戦争で大きく変動した価値規範に柔軟に対応
れん ぱ

シヨカツコウメイ

「張良ト韓信」 （二期五年）、「諸葛孔明」「孔明」 （二・三期

してきたといえるだろう （ ）。
りんしやうじよ

六年）、宋の家臣「文天祥」（三期五年）、藤堂高虎と加藤嘉明

た「公事と私事」 （二期六年）、台湾にあった首狩りの習慣を

戦争後の教科書に次々の取り入れられ、変化が顕著に現れて

の逸話と共に趙の賢臣 藺 相 如 と将軍廉頗の逸話を取り上げ
身を以てやめさせた役人「呉鳳」 （三期四年）がある。修身も
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じょうき き か ん

ふ、いぎりすの人」が登場する「蒸氣機關の發明」（高二年）。

佐野源左衞門が、旅僧に身をやつした北條時頼に秘蔵の鉢植

子供の頃足の指でねずみの絵を描いた「雪舟」（四・五期三年）

元寇を扱った「神風」 （三・四期三年）

果たした「曾我兄弟」 （三期二年）

の挿話「ふじ の まきがり」 （二期二年）、その時敵討ちを

源頼朝が行った富士の卷狩で、大猪を仕留めた仁田四郎忠常

●その他

シック」、「イギリスの人であつた」スチーブンソンによる

の開發」、「フランスのキュニョー」、「イギリスのトレビ

ングレーといふ人」と「ライトといふ兄弟」による「飛行機

期には、「ドイツのリヽエンタール」、アメリカ合衆国の「ラ

などの発明に尽力した「トマス、エヂソン」 （六年）。第四

貢献をしていることを説く「車と船」（六年）。第三期の電灯

造りし機關車」と「フルトンの始めて造りし汽船」が大きな

の舟車と今日の汽車・汽船とをくらべ」、「スチブンソンの

びやつ こ た い

「散りたる花のかんばしさ」を詩文とした「 白 虎隊」 （一期

第二期の「アメリカのフルトンといふ人」と「イギリスのス

えを薪にしてもてなす「鉢の木」 （三期五年）

「汽車の發明」 （各五年）、「アメリカ合衆國ボストン市」の

高二年）

日本女子の美徳について歴史から事例を挙げた
「日本の女子」

若い先生アレキサンダー＝グラハム＝ベルと「トーマス＝ワ

決して「皇国史観」で塗り潰されていたわけではなかった。

の事例が数多く登場するように、国定教科書の歴史叙述は、

立つ。天皇親政とは対立する存在と見られることもある武士

天皇の忠臣たちなどであり、残りの教材では武士の活躍が目

皇との関わりが浮かび上がるのは、養老、菅原道眞、後醍醐

である。おそらく当時の敵国であった英米人を紹介せざるを

のホイヘンスといふ人」が振り子時計を発明したというお話

きさつを詳しく語った上で、その発見を応用して「オランダ

の町」の「ガリレオといふ學生」が振子の原理を発見したい

場した「振子時計」 （各四年）のみである。「イタリアのピサ

るいきさつを語っている。ただし、第五期は、第四期から登
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チブンソン」による「汽船・汽車の發明」 （五年）と、「上古

（二期六年）

トソンといふ助手」が行った「電話の發明」（六年）が描かれ

最後に、
国語教科書に載せられた外国史の話を見てみよう。

得ない題材を避けたのだろう （四年の教科書は昭和十七年発行）。

ている。どれも、現在の近代文明を支える技術が生み出され

全期を通して登場するのは、近代文明をもたらした機械の発

なお、第四・五期には自動織機を発明した豐田佐吉の逸話が

二五

明に関する挿話である。第一期の「じぇーむす、わっととい

修身の教材同様に、近世の人物が多い （ ）。この内、天
67

二四

幕末に德川家を救い、江戸を兵火から守った「靜寛院宮」（四

幕末に暴漢に襲われ瀕死の重傷を負った井上聞多（井上馨）が、

信と武田信玄の川中島の戦いを描いた「川中島」 （三期四年）
賤ケ岳の戦いにおいて秀吉の下で特に活躍をした七人の武将

母の助けで一命を取り止めた「母の力」 （四期五年、五期六年）

・五期六年）

を取り上げた「賤嶽の七本槍」 （三期六年）

德川家康と德川頼宣そして松平信綱の幼時の挿話「武將の幼

藤清正」 （三期四年）

大石良雄の真意を知らず侮辱したことを恥じて切腹した「烈

要職就任を推挙した「公事と私事」 （二期六年）

加藤嘉明と仲の悪かった藤堂高虎が、自分の代わりに加藤の

いったん失った秀吉の信頼を取り戻すいきさつを描いた「加

時 （三期四年）と、その中から松平信綱の話だけを載せた「松

士喜劔」 （二期六年）

のぶつな

平信綱の幼時」 （四期五年）

同情論が盛り上がる中、幕府が赤穂浪士に切腹を命じたいき

さつを描いた「國法と大慈悲」 （四期五年）

カンシヨ

●江戸時代

井戸平左衛門と青木昆陽が普及に尽力した「甘藷」（二期五年）

ただすけ

町奉行大岡越前守の裁きを扱った「大岡忠相」 （一期高二年）

自らの田に積まれた稲束に火をつけて、人々が消火のために

げた「鐵眼の一切經」 （三・四期六年）

洪水や飢饉の救済を優先させた後に、一切経の刊行を成し遂

倍川の義夫」 （三期四年）「安倍川の渡し」 （四期四年）

大金の入った財布の落とし物を正直に届けた人夫の挿話「安

盲目の学者を描いた「塙保己一」 （二・三期四年）

正確な日本地図を作った「伊能忠敬」 （一期高二年）

和算の基礎を確立した「關孝和」 （四期六年）

（三期六年）

本居宣長と賀茂眞淵の一度限りの面会を描いた
「松坂の一夜」

の秋」 （四期六年）

「大日本史」の編纂に尽力する光圀の一日を描いた「西山莊

の大家」となった佐藤信淵を描いた「五代の苦心」（三期五年）

農学をめぐり四代にわたる努力を集大成し「當代第一の農學

集まるようにして、津波から救った五兵衞の話「稻むらの火」

禪海という僧侶が三十年の歳月をかけて、難所に同門を掘り

「大岡さばき」 （三期四年）

（四・五期五年）

抜いた「青の洞門」 （三期六年）

いのー

せきたかかず

樺太が島であることを初めて確認した「間宮林藏」 （三・四期

江戸攻撃を回避した「勝安芳と西郷隆盛」 （三期六年）

どう

六年）
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たう

労した「陶工柿右衞門」 （三期五年）「柿の色」 （四・五期五年）
がある。

●源平合戦

みなもとのためとも

源義家の挿話「八幡太郎」 （三期三年、四期五年）
ためとも

ちんぜい

源爲朝の戦いぶりを描いた「 源 爲 朝」（一期高一年）「鎭西
八郎爲朝」 （五期六年）

以上と三．３．で紹介した教材を併せてみると、古代、源
平合戦期、建武親政期、戦国時代、そして江戸時代の五つの

木曾義仲が平維盛を破った「くりから谷」 （四・五期四年）

●建武新政

白髪を黒く染めて出陣した「齋藤實盛」 （二期五年）

さいとうさねもり

「一谷の戦」一・二 （一期高一年）

時代から集中して採られている。そこで、二期載せられた教
材と一期限りの教材を、この時代に分けて紹介しておく。

まんえふしふ

●古代
「萬葉集」 （四・五期六年）
すがはらのみちざね

菅原道眞が登場する「天ジン サマ」（二期二年）
「 菅 原 道眞」

稲村ヶ崎での新田義貞を描いた「鎌倉攻」 （三期四年）「御旗
さき

（二期五年、五期三年）

の影」中の「稻村ヶ崎」 （五期六年）

たくみ

飛騨工 という大工と百濟河成という絵描きを題材にした
「ワ

支那の故事を使って後醍醐天皇へ志を伝えた「兒島高德」（二

こ じまたかのり

ザクラベ」 （二期四年）「わざくらべ」 （四期四年）

期六年、三期五年）

にしき

笛の名人用光が、海賊の前で笛を吹いて命を救われる「笛の

大塔宮に仕えた村上彦四郎義光の奮闘を描いた「 錦 の御旗」

●戦国時代

敵討を果たせず出家した「熊王丸」 （二期六年）

（四・五期四年）

名人」 （四・五期四年）
カマタリ

中大兄皇子とともに蘇我入鹿を倒した「藤原鎌足」（二期四年）
あ べ の な か ま ろ

さかのうへのたむ らまろ

異国で客死した「阿倍仲麻呂」 （一期高一年）
藤原保昌に手出しが出来なかった盗賊袴垂の話「袴垂」 （四

武将として名高い山中鹿介幸盛の一生を描いた
「三日月の影」

東北を平定した「坂上田村麻呂」 （二期五年）
期五年）

（四・五期五年）

け ん しん

清少納言の挿話「雪の山」 （四期五年）

武田信玄との関わりを描いた「上杉謙信」 （二期三年）上杉謙

二三
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東亜共栄圏の建設をめざす戦争中に書かれた教科書らしい記

れてしまったという指摘が新たに登場している。これも、大

「扇 の まと」（三期二年）「扇の的」（四・五期四年）も定番

島の合戦で扇の的を射抜いた「なす の よ一」 （二期二年）

流し」 （三期三年、五期四年）に登場する。また、那須餘一が屋

二二

述である。

となっている。この他に、天皇の名は出てこないが、後醍醐

かさぎおち

天皇が捕らえられた笠置山の戦が、お伴を二人残すだけに追

い込まれた状況を詩文にした「笠置落」 （一期高一年）・「松

６．国語教科書の前近代及び外国歴史教材
国語は、歴史や修身よりも量が多いし、扱われている題材

の下露」 （二期五年）として、足助次郎重範の奮戦ぶりに焦点

かさぎ

もはるかに多岐に亘る総合科目であった。歴史は小学校を通

・「御影の旗」中の「笠置
を当てた「足助次郎重範」（四期五年）

三期載せられた教材は、元号にもなった親孝行の話「養老」

しげのり

して二冊、修身は毎年一冊計六冊の教科書からなるが、国語

の城」 （五期六年）として、教材となっている。

詩歌、手紙の手本等々、小百科ともいえるような盛りだくさ

（三・五期三年）「雨の養老」（四期五年、ただし現代紀行文の体裁）、

あすけ

は各学年二冊計十二冊であり、歴史、地誌、政治経済、理科、
んの内容である。その中から、地誌の説明に歴史が含まれる

石牢に閉じ込められた母親の許しを頼朝から得た舞姫を扱っ

條時頼に倹約を身を以て示した母を描いた「松下禪尼」 （二

まんじゆのひめ

ような教材と三．３．で紹介したものは除き、人物名が明記

た「萬じゆの姫」 （三期三年）「萬 壽 姫」 （四・五期四年）、北

全五期の内、四期にわたり登場する人物には、先に触れた豐

期四年、四期五年）「武士のおもかげ」中の「障子張り」 （五期

ゼン ニ

されている歴史教材に限定して、まとめてみたい。
臣秀吉の他に紫式部・源義經・那須餘一がいる。優れた才能

五年）、多勢の敵から楠木正成が守った「千早城」（三・四期三
せい せ う な ご ん

むらさきしきぶ

を持つ紫式部を紹介した第一期 （高一年）の教材「 紫 式 部 」

年、五期四年）、楠木正成の子・正行を描いた「楠木正行とそ

くすのき まさつら

は、第二期（五年）には清少納言が加わり「紫 式 部と清少納言」

の母」 （一期高二年）「楠木正行」一・二 （二期四年）「菊水の

むらさきしきぶ

となり、第四・五期 （六年）には紫式部の人物と源氏物語の一

流れ」 （五期六年）、籠城中の味方に死と引きかえで真相を伝

クスノキ マサツラ

部を紹介した「源氏物語」となっている。義經は、桃太郎や

「鳥居勝商」（二・四期六年）、
えた「鳥居強右衞門」（一期高二年）

かつあき

一寸法師といった昔話に近い「ウシワカマル」 （三期一年、二

立派な馬を買う金を貯めておいた山内一豐の妻を描いた「山

ス ネ エ モ ン

期一年は無題）「牛若丸」（四期二年）「牛わか丸」（五期二年）の

内一豐の妻」 （二期四年）「馬ぞろへ」 （四期五年）「武士のお

うしわかまる

他、一の谷の合戦を描いた「ひよどりごえのさかおとし」（二

もかげ」中の「馬ぞろへ」 （五期五年）、柿の色を出すのに苦

かずとよ

「ひよどり越」（四・五期四年）や屋島の合戦の際の「弓
期三年）
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（
とざ

）と、肯定的な評価で締められている。しかし、第三・

盛んになつた國民の海外發展は、惜しくも、ここでくじけま

えて、幕府の目的は達したれど、外國との交通は全く衰へ、

きず、その地でさびしく死に絶えたのでせう。そこで、せつ

しぜん、かれらの活動もにぶりました。故里へ歸ることがで

ふるさと

した。日本町の人々は、なつかしい朱印船の姿が見られず、

洋書を讀むことをさへ禁ぜられて、國民は外國の事情にうと

かく築きあげた南方發展の根城も、次から次へと、ヨーロッ

四期では「かく國を鎖せしかば、キリスト●は遂に國内に絶

く、世界の進歩におくるゝに至れり」 （第四期ではこれが口語に

パ人にくづされて行きました。海國日本は、これからおよそ

二百年の間、島國の姿に變ります。國民は、海外事情にうと

しまぐに

）と、再び否定的評価の方に力点が置かれ

ている。それが、第五期になると、「かうして、國の出入を

くなり、江戸と長崎との間にさへ、遠いへだたりを感じるや

書き換えられる）（

鎖してしまつたので、外國との交通は衰へ、國民は海外の事

見違へるほどりつぱになり、城の周圍には、諸大名の 邸 が

やしき

鎖國ののち、さすがに太平の世が續きました。江戸城は、

うになりました。

）となる。第五期以降、つまり昭和十五年以降には、鎖

界の進歩」に遅れたという表現にくらべ、江戸時代への評価

の城をめぐつて、 城 下町が發達しました。幕府の奬勵と大

年とともにのびて行きました。諸大名の領地にも、とりどり

あし

立ち竝んで、商人や職人も、各地から續々と集つて來ました。

が格段に向上している。明治以降の発展と、鎖国で停滞した

名の努力とによつて、學問や産業が目だつて盛んになり、ま

かつしか

国がもたらした太平の世の下で社会全般が大きく発展したと

武蔵野のすすきや、葛飾の葦を刈り拂つて、江戸の町なみは、

江戸時代とが、これまでは対比されてきた。それとは異なる

た交通機關も整つて來ました。毛槍のさばきおもしろく「下

じやう か ま ち

新しい見方が、戦時期になって登場している。第六期になる

に下に」の聲ものどかな大名行列は、まさに太平の世のしる
しでありました （ ）。

二千三百年ころのことで、世にこれを鎖國といひます。八幡

ざして、國の出入りを鎖してしまひました。ちやうど、紀元

に「世界の進歩」に遅れたのではなく、海外発展の芽が摘ま

体は、第六期の歴史教科書の特徴である。第四期までのよう

先に触れたように、具体的な情景が目に浮かぶ柔らかな文

二一

船が活躍を始めてから、およそ三百五十年の間、年とともに

66

け やり

と、次のような長文で描かれるようになる。

む さ し の

いう新しい展望が描かれるようになった。第四期までの「世

（

内の産業や交通が發達し、
學問や教育もひろくゆきわたつた」

情にうとくなつた。しかし、この後、太平が長くつゞき、國

64

かうして幕府は、大名の取りしまりと天主●の禁止とをめ
敎
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敎

63
65

した。この役所は、のちに鎌倉幕府と呼ばれるやうになりま

二〇

が代々統治するのが本来の日本なのだから、古代と近代を除

した」 （ ）という表現になる。幕府の成立は、あくまで天

ばくふ

く七百年近い期間、つまり鎌倉幕府から江戸幕府までが、こ
二章の内三十二章、つまり半分以上の約六割が充てられた期

の大原則をゆがめ続けた時期となる。第三期の場合、全五十

たのであります」 （ ）といわれるだけで、評価はつけ加え

後七百年近く續いた武家政治も、ここにまつたく終りをつげ

皇の主導によるという見方である。江戸幕府の終末も、「前

ぶ け せいじ［ぢ］

り。かくの如くにして、これより明治の前まで、およそ、七

となりてより、天下の政治は、いつしか、幕府の手に落ちた

たとえば第一期では「かくて、つひに、頼朝、征夷大 將 軍

幕府の存在を否定的にとらえていたのに対して、天皇の政治

が、そこにはあったのだろう。第五期までの教科書がすべて、

と書くこと自体が、「朝廷の御威光」をゆるがすという判断

られていない。武家政治のために「朝廷の御威光」が衰えた

61

百年の間、つづきたる武家 政 治 は、はじまりたり」 （ ）

せ い い たいしよーぐん

間の政治には、批判の目が向けられる。

60

と書かれ、王政復古については「政權武家にうつりてより、

る。

的な力に陰りがあった時代を認めない姿勢と見ることができ

治」と「王政」とが対比されている。第二期も同様な表現だ

う。「天下の政治」が「幕府の手に落ちた」状態の「武家政

治の叙述が暗黒一色で塗りつぶされているわけではない。先

妙な問題を含んでいる。だからといって、五期以前の幕府政

このように、武家の時代は天皇統治という観点からは、微

かへ

およそ、六百八十年を經て、王政古に復りたり」 （ ）とい

が、第三期以降、「これより凡そ七百年の間武家の政治つゞ

さまざまな形で登場する変化のある叙述が行われている。

られ、おごりや遊楽が排されるという基準で、善政と悪政が

程見たように、質素倹約を旨とする武将には高い評価が与え

ゐかん

）「朝廷に對し奉り、まことにおそれ多いきはみで

「おそれ多くも、朝廷の御威光は、いよ〳〵衰へられた」（第
四期）（

なお、「鎖國」 （ただし、第一期ではこの言葉は使われていない）
じじよー

に対する評価は次のように変化している。第一期では「これ

より、わが國人は、外國の事情にうとくなりて、世界の進歩
けんきう

ただし、第六期になると一転して「 第八十二代後鳥羽天皇は、

におくれたり」 （ ）と、否定的な評価のみであった。第二

おぼ

亂後の地方をひきしめる思し召しで、建久三年 （紀元一千八

期になると、同様な表現の後に、「切支丹宗の傳播を抑止せ

せ い い たいしやうぐん

よくし

百五十二年）、頼朝を征夷 大 將 軍 にお任じになりました。

んとする幕府の目的は之によりて遂に達することを得たり」

せいぢ

そこで頼朝は、鎌倉の役所を整へ、ますます政治にはげみま

はっきりと表に出るようになる。

59
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－ 209 －

55

きて、朝廷の御威光衰へたるぞ遺憾なる」 （第三期）（ ）、

56

57

あつた」 （第五期）（ ）と、否定的な価値判断を含む表現が

58

では、第一期高等小学一年で、信長に仕えるまでの努力を描

そのためか、秀吉は修身や国語の教材ともなっている。修身

とに、從はしめんとし」 （ ）、第二期で「大いに國威を海

その目的を、第一期で「諸外國をも、わが朝廷の御威光のも

でも今日とは正反対に、
朝鮮に兵を進めたことが評価される。

みん

いた「身を立てよ」、信長の信用を得るに至った「職務を勉

みん

）、第五期「明

上げられている。第二期の四年では、「身を立てよ」が「志

やかさん」と思って朝鮮に攻め込んだ「進取の氣象」が取り

ンやインドまでも從へて、日本を中心とする大東亞を建設し

のように大きく変わる。「朝鮮・支那はもちろん、フィリピ

と交を結ばうとした」 （ ）と変遷をしたが、第六期では次

）、第四期「明と交を結ばうと考へ」（

を立てよ」へと表題を変え、「進取の氣象」を削除した以外

ようといふ、大きな望みでした」。そして、明と朝鮮との関

見本として、秀吉が登場している。さらに、第四期四年では、

をすすめました」 （ ）とも書かれている。第三期から第五

に使われたのは、昭和十六年度である。国語でも、第一・二

的な人物であり続けた。ちなみに、第四期四年の教材が最後

修身教科書で学んだ児童にとって、志を立て皇室を尊ぶ模範

材になっている。第五期には登場しなくなるが、秀吉は国定

いえる。秀吉は幕府を作らなかっただけではなく、海外雄飛

先駆者ととらえる表現は、大東亜戦争下の教科書ならではと

といえる。そして、「日本を中心とする大東亞を建設」する

うながしたり」（第二期もほぼ同文）（ ）とある部分の復活

は「臺灣、フィリピンなどにも、使いをつかはして、服 從 を

トヨトミヒデヨシ

期には三年で、彼の生涯を追った「豐臣秀吉」一・二が載せ
イツジ

一九

の武家政治は変則の時代である。天照大神の命を受けて天皇

明治維新が「王政復古」という形を取った以上、明治以前

５．武家政治と「鎖国」への評価

をめざしたという点でも、江戸幕府と対照的であり、高い評

53

られた他、第一期高等二年で秀吉の気配りと英知に満ちた様

ふくじゆー

期までは明・朝鮮に関する記述に限られていたが、第一期で

52

この二つの教材が統合され、「皇室を●べ」という表題の教

けんせつ

は、第一期と同じ教材である。第三期の四年では、「職務に

（

外に發揚せんと欲し」（ ）、第三期「明と交を修めんとし」

48

係だけではなく、「フィリピンやインドに書を送つて、入貢

51

励せよ」、関白、太政大臣になってから皇室に尽くし、聚楽

49

勉勵せよ」がなくなり、「志を立てよ」と「皇室を●べ」の

第に臨幸を仰いだ「皇室をたつとべ」、「國威を海外にかが

50

価を得る理由となっていた。

ヒデヨシ

活動を書いた「木下藤吉郎」が載せられている。第五期には
出てこなくなるが、秀吉が国定教科書で模範とすべき重要人
物の一人であったことが、ここからも分かる。
さらに、修身の「進取の氣象」だけではなく、歴史教科書

54
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尊

子を描く「秀吉ノ逸事」、第三・四期四年で、信長の下での

尊

一八

し、其の外郭を築く等、力を興復に盡せしかば、久しく荒癈

えいが

すぐれたる人」、北條高時「その性愚にして、おごりをきは

したりし帝都も、ここに於て頗る面目を改むるに至れり」（第

に、學を好み」、德川綱吉「やや政治にうみ、遊樂にふけり」、

德川家康「人にすぐれたる器量」、「五代将軍綱吉は、こと

めんと決心」、豐臣秀吉「智、勇、ならびに、人にすぐれ」、

て、おごりにふけり」、織田信長「大義によりて、天下を定

といひ、涙を流して喜び合へり。天皇この第に留まりたまふ

を拜觀し、『はからざりき、今日また太平の樣を見んとは。』

自ら文武百官を率ゐて御共せり。士民四方より來り集りて之

と名づけ、
こゝに 第百六代後陽成天皇の行幸を請ひたてまつり、

大阪に築けり」、「京都にうるはしき邸宅を營みて、聚樂第

）と評価される。第三期になると、「堅固なる城を

けんご

め」、足利義滿「おごりをきはめ」「榮華をきはめ」「不法
二期）（

德川吉宗「賢明」「政治の才に長じ」「德川幕府 中 興 の英主」

こと五日、その間に秀吉は、御料を獻じ、親王及公卿の領地

ゆーらく

の行」、足利義政「政治におこたり、つねに、遊樂を事とし

「儉約をつとめ、大いに、武事をはげまし」、田沼意次「不

を定め、又諸大名をして、相共に皇室を●ぶべきことを誓は

たいぎ

正の行多く」「その威權盛なること、
『飛ぶ鳥をも落とす』」、

しめたり。秀吉はまた新に皇居を造りたてまつり、京都の市

きりよー

松平定信「儉約」「おごりをいましめ」「學問をすすめ」「人

街をも整へたれば、朝廷の御有樣も京都の樣も、信長の時よ

ちゆーこー

ゆーらく

材を登用」などと並べれば、統治者を評価する基準は明らか

りは、更に立ちまさるに至れり」 （ ）と、より詳細に、そ

えいしゆ

だろう （ ）。藤原氏や平氏と源氏との対比と同じように、

してより朝廷を重んじる叙述になっている。こうした記述は

について「この 邸 もまた、秀吉の氣性さながらに、豪華を

きしやう

おおむね質素倹約が尊ばれているが、
例外的な人物として、

きはめたものでありました」 （ ）とまで書かれている。国

［ママ ］

「應仁の 乱 このかた、百二十餘年間うちつづきたりし大

定歴史教科書の中で、否定的な評価を伴わずに「豪華」とい

［ママ］

乱 、はじめて、しづまり、日本全國、ことごとく、平ぎた

う言葉が使われた珍しい事例である。

質素倹約とは対極にありながら、秀吉が高い評価を受けた

だい

政大臣となった秀吉は、「天正十六年、京都の聚樂の第に 第

を開いた德川家康と対比されて、賞讃されたと考えられる。

のは、幕府を作らず、関白、太政大臣という朝廷の政治制度

ご やう ぜ い

秀吉は又御料を獻じ、公家の領地を定め、京都の市街を整理

く げ

百六代後陽成天皇の行幸を請ひ奉り、諸大名を會して、相共に

じゆらく

り」 （第一期）（ ）を成し遂げた豐臣秀吉がいる。関白、太

やしき

わがまま・おごり・栄華・遊楽・不法が排され、大義・器量

尊

第四・五・六期にも受け継がれている。第六期では、聚楽第

46

を自らの力の拠り所としたためだろう。この点が、江戸幕府

47

皇室を●崇し、關白の命令に違はざるべきを誓はしめたり。

44
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45

・賢明・政治の才・武勇・学問などが称揚されている。

43

尊

を意識するようになった戦後の多くの教科書よりもはるかに

がある。その点で、国定歴史教科書は、社会の科学的な把握

活躍する読み物として示されていたことの意味を考える必要

たくみなわざに、おどろかされます」とまで書かれている

見つめてゐると、藤原氏の榮華よりも、これを作つた人々の

期では、平等院鳳凰堂の美しさが讚美された後に、「じつと

準は、次のようなものである。「 朝 臣の榮華と武士のおこ

歴史の主役である人物に対する、国定歴史教科書の評価基

り、世に榮ゆるにいたれり」。「『平氏にあらざるものは人

度の 乱 に、清盛の功、ことに、多かりしかば、平氏、ひと

平清盛への評価も、これに似ている。「保元、 平 治 の二

へいじ［ぢ］

り」という章では、「藤原氏、ひとり、朝廷にさかえてより、

にあらず。』とさへ、いはれ、世に、はばかるものなく、ふ

ほーげん

（

）。

リーダブルな歴史を提示している。

朝臣、いづれも榮華をきはめ、宴遊に日をおくりければ、地

るまひたり。されば、そのほしいままをにくむもの、あひか

えんゆー

［ママ］

方の政治は、かへつて、ゆるかせになれり。されば、朝廷に

はりて、これを亡さんとせしこともありしが、かへつて、清

ぶ し

くだ

えいが

志を得ざる人々の、地方に下りて、武士となるもの多かり

盛のために罪せられたり。こより、清盛のわがままは、ます

ち よ ー しん

き」。「藤原氏は、これ等の武士の助をかりて、ほしいまま

ます、はなはだしくなれり」 （第一期）（ ）。

えいが

なる行も多く、つひには、一門の間に、たがひに、高き位を

ぶげい

らびたれば、平氏の如く 柔 弱 に流れず、鎌倉の勢、ますま

しつそ

このような藤原氏や平氏の「ほしいまま」の振る舞いと対

いぬおふもの

得んとて、あひ爭ふにいたれり」とある。藤原氏の「榮華」

や ぶ さ め

称的なのが、源頼朝である。「頼朝は、質素をすすめ、武藝を

述は、「藤原氏が、朝廷の主な官位をひとりで占めてゐまし

す、盛になれり」。しかし、それが「七百年の間、つづきた

じゆーじやく

たから、ほかの諸氏で、はたらきのある人たちは、だんだん

る武家 政 治 」のはじまりでもあった （ ）。天皇の下で政

ゆーぎ

は、地方の政治をゆるがせにし、武士の擡頭を許した「ほし

はげまし、遊戲にも流鏑馬、犬追物の如き勇ましきものをえ

地方の役人になりました。かうなると、藤原氏はすっかり氣

治を行った藤原氏や平氏に対して、朝廷から事実上独立した

し

をゆるめて、政治にはげまうとしません」、「一族だけ威勢

幕府で源頼朝は治政を始めた。しかし、権力争いやわがまま

一七

以後、北條義時「そのわがままなる行」、北條時宗「武勇

ぶ け せいじ［ぢ］

がよくなると、今度は親子・兄弟が、たがひに勢を 爭 ふや

にふけった藤原氏らよりも、
質素で武勇に富んでいたとして、

た」などと描かれる第六期まで、ほぼ踏襲されている。第六

あらそ

うにさへなりました」、「中央の政治がゆるむと、地方は地

頼朝の方が高い評価を受けているのである。

おも

いままなる行」と批判される （以上第一期）（ ）。こうした記

41

42
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40

方で勝手になり ［略］武士といふものが起るやうになりまし

39

一六

と朝廷との関係がもっぱら語られている。そして、「秀吉は

石器時代、青銅器時代、鉄器時代という流れは世界共通であ

かした豪傑なり。されど一方には、又極めてやさしき人なり

人民を安んじ、更に外征の軍を起して、國威を海外にかゞや

）。

り、日本には大陸から金属製造技術が伝わったと認識されて

き」と「秀吉の人物」をまとめ、「朝廷秀吉の勲功を賞した

（

輕き身分より起り、其の智勇を以て國内を平げ、皇室を●び

いる。こうした考古学の観点から見た日本人の歩みと、「古

まふ」たことを紹介して、終わっている （ ）。また、歴史

自然科学や考古学の知識によって、『聖書』の記述は間違っ

教科書には著名な人物しか出てこないが、
後に述べるように、

このような人物の事績によって歴史を描く方法は、国定教

科書に限らず、読み物や講談などでも当たり前であったし、

今でも変わることはない。古代の神話から最近の歴史小説や

「第十九 武家政治の 起 」、「第二十七 足利氏の 僭 上 」、

は、「第十四 藤原氏の專横」、「第十七 平氏の勃興」、

第三期の国史教科書を見ると、全五十二章の内人名でないの

叙述するという特徴があった。それがもっとも徹底していた

ところで、国定歴史教科書は、人物の活躍を通して歴史を

識の主流となることはないだろう。多くの人々にとって、歴

歴史を見るという方法は、どのような社会であっても歴史認

過程として、ドラマとしてよりも科学的な分析の対象として

息している。しかし、人物論としてよりも制度史や意思決定

る研究者達は、こうした流れとはあきらかに異質な世界に棲

発されて、歴史への夢をかき立ててきた。歴史学を専門とす

テレビの時代劇に至るまで、多くの人々がこうした手法に触

「第二十八 足利氏の衰微」、「第四十七 攘夷と開港」、

史とは固有名詞をもつ人物、わけても傑出した英雄たちが創

おこり

すゐび

じやうい

かいかう

せんじやう

ぼつこう

「第四十八 攘夷と開港 （つゞき）」、「第五十 武家政治の

り出す物語に他ならない。国定教科書の歴史観といえば皇国

へいし

終」のみである。残りは一人ないし二人の人物名が表題とな

史観だという類型的な見方が多いが、そうした抽象化された

せんわう

っている。記述法も、彼らが活躍する物語として歴史を語ろ

理念を国定教科書からすぐに読みとってしまうのではなく、

ぶ け せいぢ

うとする点にあった。例えば「豐臣秀吉」の章を見ると、刀

神武天皇や聖德太子や新田義貞や豐臣秀吉といった人々が大

４．人物史という方法

から、日本人の歴史を見ていたといえる。

は、両方の見方を受け容れている。国定教科書も同様な立場

修身や国語の歴史教材には無名の人々が数多く登場する。

がうけつ

代日本人の精神」を受け継ぐことを、共に受け入れていた。

尊

ていると排撃する者は稀である。現代のキリスト教徒の多く

38

狩りや太閤検地などは登場せず、武将としての彼の戦いぶり
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37

や また

おほくにぬしのみこと

かうりん

太陽について、天文学的な説明がされている。また、第四期

六年生用には、「古代の遺物」という考古学の成果を紹介し

あめ

天の岩屋、八岐のをろち、大國 主 命 、天孫降臨、二つの

た教材がある。「私たちが野外を散歩してゐると」時に貝塚

ある。殊に大切なことは、かうして我が國の古傳が、古語の

それは、要するに我が國初以來の尊い歷史であり、文學で

どこの地方でも」このような石器時代があり、さらに金属を

ずはなく、やはり人間の作つたものなのである」。「世界の

行つたものだとか言つたが、もちろんそんなことのあらうは

やまとたけるのみこと

まゝに殘つたことである。古語には、我が古代國民の精神が

使うようになった青銅器時代、鉄器時代が続く。「我が國へ

じせき

玉等の神代の尊い物語を始め、神武天皇や 日 本 武 尊 の御

をみかけ、そこで斧や矢じりの形をした石を見つけることが

とけ込んでゐる。我々は今日古事記を讀んで、國初以來の歷

は、アジヤ大陸から青銅器を作ることが傳へられ」たが、そ

てんぐ

事績、其の他古代のすべての事が古事記にのせられて、今日

ある。「昔の人は、天狗の作つたものだとか、雷の落として

史を知ると共に、其の言葉を通して、古代日本人の精神をあ

の期間は短く、「次の鐵器時代にはいつたものと考へられ

て硏究するのであるが、かういふ石器・土器を始め、古墳な

文字通りの「真実」ではなく、日本人が共有すべき「物語」

らない。今日これらのものが、或は博物館に保存され、史蹟や

ちはどこまでもこれを大切に保護し、後世に傳へなければな
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に伝はつてゐる。

り〳〵と讀むことが出來るのである （ ）。

る」。今日まで続く鉄器時代の遺物の内、「最も古い時代に

る遺物である」。そしてその概要が説明された後、次のよう

屬するものとして貴重なのは、古墳と、其の中から發見され

別され、古事記は「歷史」であるだけではなく「文學」だと

に結ばれる。

記録されているために、「古代日本人の精神」をそのまま読
み取れる点を重視している。国定教科書はこうした姿勢で、
神話を語っていた。

どから出る古代の遺物も●い材料となるのであるから、私た

であるとみなされていた。それゆえ、それと自然科学的な認

國宝などに指定されてゐるのがあるのは、かうしたものを永

しせき

識とは、別次元の問題であった。三・四・五期の六年の国語

一五

遠に保存しようといふ精神であることを忘れてはならない

尊

教科書には、「太陽」という教材が載せられ、恒星としての

天照大神は太陽神として扱われるようになったが、それが

元來昔の歷史を知るには、其の頃に書かれた物をもととし

される。そして、何より漢文ではなく、当時の日本の言葉で

「神代の尊い物語」と「神武天皇や日本武尊の御事績」が区

36

ジンム

一四

いた「神武天皇」（二・四期三年）・「神の劍」（五期三年）、日

かはかみの た け る せいばつ

神さまがさまざまのわるいことをはじめました」という。最

本武尊の活躍を描いた「 日 本 武 尊 の 川 上 梟師征伐」 （一期
やまとたけるのみこと

やまとたけるのみこと

後に、天照大神が出られることで「せかい中がまたもとのと

高一年）、「 草 薙 劍 」二 （二期五年）「熊襲征伐」 （三期三年）

くさなぎのつるぎ

ほりあかるくなつたと申します」 （ ）と締められる。同じ

おとたちばなひめ

「 日 本 武 尊 」 （四期三年、五期四年）、日本武尊の身代わりと

の神であることが分かるようになっている。「天の岩屋」と

垂仁天皇の忠臣で「昔、朝鮮から日本へ渡って來た人の子孫」

五期五年）、雄略天皇をいさめた「草香幡梭姫皇后」（一期高一）、

くさかのはたひひめこーごー

なって荒れた海に入水した「 弟 橘 媛 」 （三期五年・四期四年・

なった第四・五期では、「天 照 大 神 は、天の岩屋へおはい

だった「田道間守」（五期三年）、タイマ ノ ケハヤ ［當麻蹶

）という表現にとどまっていた天照大神も、ここでは日

りになつて、岩戸をおしめになりました」と書き出され、そ

速］を相撲で倒した「ノミ

あまてらすおほみかみ

の理由は説明されなくなっている。さらに、「今までかくれ

年）、雄略天皇の命令を間違えてたくさんの子どもを集めて
しやうとく

神代の教材では「皇國の姿」以外、上古の教材では日本武

ふるまいを紹介した「 聖 德 太子」 （五期三年）がある。

ちひさこべ

た ぢ ま もり

てゐた、いろ〳〵のわるものが出て來て、らんばうをしたり、

しまった「小子部のすがる」 （二期三年）、四歳の時の正直な

によって神代の物語が繰り広げられるという躍動が、歴史教

五期三年）、天孫降臨 （「天孫」四期三年、「ににぎのみこと」五期三

五期三年）、少彦名神 （「少彦名のみこと」四期三年、「 少 彦 名神」

以降、火照命と火遠理命（「二つの玉」四三年、「つりばりの行くへ」

この他に、第四期三年生教科書が使用され始めた昭和十年

主人公となる挿話として読んだに違いない。教科書を執筆し

かなかっただろう。そのすべてを、自分たち日本人の祖先が

ば、どれが「史実」でどれが「御伽噺」などという区別はつ

の昔話も数多く収録されている。小学生二、三年生から見れ

る。これらの教材と共に、桃太郎、花咲か爺、浦島太郎など

尊と弟橘媛、草香幡梭姫を除くと、すべて低学年の教材であ

年）、国引き （「國びき」四期二年、「國引き」五期二年）、天照大

た側も、神話がそうした形で受け入れられることをめざした

みくに

すくなひこなの

神や産靈の神々と日本との繋がりを韻文にした「皇國の姿」

と考えられる。第四期の六年生の教材である「古事記の話」

すくなひこな

（四期六年）が収録され、神話教材は一気に増えている。た

（第五期には「古事記」となるが、ほぼ同文である）には、次のように

書かれている。

だし、ここでも「皇國の姿」を除いて低学年用の教材である。

科書と同様に、取り除かれる傾向が見て取れる。

ノ スクネ」 ［野見宿禰］（二期二

いたづらをしたりしました」 （ ）という第四期の記述が、

（

第二期の歴史教科書では
「あたかも天日のかがやけるが如し」

34

第五期には削除されている。良きものと悪しきものとの対立

35

神武天皇以降の上古の教材としては、神武天皇の東征を描
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21

ばんせいいつけい

ついで、「せかいの國國に、たぐひのない」「萬世一系の天

ひのかみ

おんとく

は、日神とも申しあげ、天皇陛下の御祖先にあたらせられる、

御德の高い神様であります」 （ ）と説明される。これまで

皇」の「おめぐみをわすれずに、わが大日本帝國のために、

は、皇大神宮に祀られている皇室の祖という説明だけであっ

この他に、天照大神を祀る皇大神宮 （伊勢神宮）の説明が全

国譲り神話が紹介されて、出雲大社の起源が説明されている

（第一期高小一年）、「祝日・大祭日」（第二・三・四期四年）、「キ

祝

ゲンセツ・キゲン節」 （第四・五期二年）がある。

積極的に物語ろうとしたところに、第五期の特色がある。

国語教科書 （ ）で神代を扱う教材は、因幡の白兎が全期
いなば

うさぎ

（「因幡の 兎 」［第一期高一年］、二期以降は「白ウサギ」「白兎」［二

あめ

尊」 （第一期三年）がある程度である。これに対して、国民学

年］）に載せられた他、天の岩屋（「あまのいはと」二期三年、「天の

は全体として低学年の教材だったところに特徴がある。

教えられたが、その後は二、三年生に下げられており、神話

定番となっている。因幡の白兎と八岐大蛇は、最初五年生で

や また

蛇たいぢ」三期三年、「八岐のをろち」四・五期三年）が第二期以降の

くさなぎのつるぎ

校の教科となった第五期になると記述が増大する。
二年生で、

岩屋」四・五期三年）と八岐の大蛇 （「 草 薙 劍 一」二期五年、「大

いふ、お二方の神樣がいらっしゃいました。

第二期の「あまのいはと」では、「すさのをのみこととい

うきばし

このお二方が、天の浮橋にお立ちになって、天のぬぼことい

うきのあらい神さま」が「生馬のかはをはいで、大神がはた

あま

ふほこをおろして、海の水をかきまはしながら、おあげにな

一三

ん、今まであかるかつたせかいがくらやみになつて、わるい

れにな」ったことがきっかけとされる。そして、「さあ大へ

「大神がおどろいて、あまの岩戸をたてて、その中へおかく

をおらせていらつしやる所へおなげ入れに」なったために、

り落ちて、一つの島となりました （ ）。

りました。すると、ほこの先から、海の水のしづくがしたた

あま

遠い大昔のこと、いざなぎのみこと、いざなみのみことと

め」は、次のように始められる。

ジンム天皇の東征が描かれ、三年生の冒頭教材「み國のはじ

聖德太子以前で言及されるのは、第四期以前では「日本武

神代を取り入れることに抑制的であったのに対して、神代を

（三年「大神のお使」）。第四期までの修身で歴史を語る場合、

出来事も説明されるようになっている。この他にも、出雲の

たが、第五期にいたって「日神」であると明記され、神代の

だいにっぽんていこく

祖

つくさねばなりません」 （ ）と続く。二期以降記述は詳し

32

期を通してあり、紀元節などの由来を説明した「祝日祭日」

くなるが、文章の趣旨に大きな変化はない。

31

そして、国生み神話と天照大神の誕生が語られ、「天照大神

32
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33

祝

物部氏とがはげしく爭つたこともあります。そこで太子は、

天皇が統治の中枢に居続けられたら、過去の治世に対する評

さまが、歴史の物語としての面白さを引き出していた。仮に、

一二

佛教を十分お調べになり、これを日本の國がらに合ふやうに

価も、はるかに平板なものになっていただろう。貴族や武士

もののべ

して、おひろめになりました （ ）。

藤原道長などが登場して、彼らの抗争と興亡が歴史叙述の軸

である。これ以降、和氣清麻呂と道鏡、菅原道眞と藤原時平、

の渦中に入り調停した功労者というとらえ方に変わったわけ

このように、政治対立から超越した存在としてではなく、そ

メージが形作られたといえる。

責められる可能性がなくなり、超越的で無缺な存在というイ

に、天皇が統治の実権から長らく離れていたが故に、失政を

より多彩な人物が活躍する心躍る叙述が可能になった。同時

きないからである。
天皇に政治的な力がない時代だからこそ、

を評価するのと同じような態度で、天皇に相対することはで

の一つとなっていく。はっきりした説明があるわけではない
が、中華文明を導入し、仏教や文字記録が拡がる時代になっ

３．修身・国語教科書が描く神代と上古

聖德太子よりも前の時期を、修身では以下のように描いて

てから、権力抗争が描かれるようになったといえる。
神代の物語も、
元来は素戔嗚尊の乱暴と高天原からの追放、

いる。義務教育四年制だった第一期では四年、第二期以降は

五年の冒頭に、「大日本帝國」（第一・二期）、「我が國」（第

大國主命に対する兄弟神の攻撃、国譲りの緊張など、対立と
抗争をはらんだ展開となっているが、国定教科書では、こう

）。

三・四期）、「大日本」 （第五期）という章が置かれた （

第一期には次のように書き出されている。

した側面を取り去る傾向にあった。日本武尊も神功皇后も、
活躍の場は日本に従わない勢力との戦いである。これに対し
そして、明治以降になると、再び天皇を中心とする結束が強

さづけになって、「この日本國ををさめよ。」と、おほせら

天 照 大 神 は、おんまごニニギノミコトに、三種の神器をお

じんぎ

調されるようになる。戊辰の役と西南の役を除いて、国内で

れました。

しゆ

権力対立があったという記述は一切ない。政権を揺るがすよ

ニニギノミコトのごしそんの神武天皇はわるものどもをご

アマテラスオホミカミ

うな抗争のない上古への回帰、つまり現代は文字通りの「王

せいばつになって、天皇のおくらゐにおつきになりました。

ジ ン ム テンノー

政復古」が達成された時代というのが、教科書の歴史観とい

これが、わが大日本帝國のはじめであります。

だいにっぽんていこく

える。他方でその間に、さまざまな人物や勢力の栄枯盛衰の

て、聖德太子を境に、歴史の描き方は大きく変貌している。

30
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29

した話が登場して、
よりドラマティックな展開となっている。

まって、敵の目をくらませた話、第五期に八咫烏が道案内を

に止まったのに対して、第三期に金色の鵄が天皇の弓先に止

なお、神武天皇の東征については、第一・二期が経過の説明

使った軟らかい表現で、
臨場感をたかめる工夫がされている。

このように、単なる経過の説明ではなく、大和言葉を多く

ようになった （ ）。以後第五期までに至るまで、なぜそう

だいにわがまゝなるふるまひ多かりき」蘇我氏が、出てくる

述の後に、「代々朝廷の政治にあづかり、勢にまかせて、し

第三期になると、物部・蘇我の抗争が削られ、聖德太子の記

の争いである。このため、聖德太子はその後に登場するが、

二期では、百済から伝わった仏教をめぐる物部氏と蘇我氏と

初めて朝廷内での政治対立と混乱が描かれるのは、第一・

尽くす記述となっている。

第五期以前に比べて、
第六期教科書が大きく変貌したのは、

合理主義的な解釈をつらぬくよりも、神話が持つ物語として

の闘いのさなかにあった。それゆえ、日本の起源についても、

う。当時の日本は、英米との思想戦とも意識された史上空前

やはり発刊されたのが昭和十八年だったことと関わるだろ

の」が出てきたことを、推古天皇が深く御心配になり、ゆる

対して、第六期では、蘇我氏を始め「わがままをふるまふも

者が敗北した所以を説明しがたかったためであろう。これに

が描かれている。仏教を祭るか祭らないかという対立で、後

になったかについて明確な説明なしで、蘇我氏の「わがまゝ」

んだ政治の立て直すために、聖德太子を摂政とされたと述べ

の魅力の方を重視したと考えられる。
なお、紀元二千六百年にあたる昭和十五年頃から、日本は

せ

られている。そして、「神々をあつくおまつりにな」った太

いへ

自らの立場を説明するのに「八紘一宇」という言葉を使うよ
おほ

子について、次のように書く。

あめのした

もとゐ

うになっていた。国定歴史教科書でも、第六期になって初め
て「 八 紘 を掩ひて宇と爲む」（ ）という言葉が登場してい

ともに、このころ、國民の中には、外國から來た佛教をよろ

ぶつけう

それは、神をまつることが、政治の 基 であるからであると

神武天皇に続いて、熊襲と蝦夷を討った日本武尊、朝鮮に

こぶあまり、神をまつることをおろそかにするものが、あつ

る。
兵を出した神功皇后、仁政を布いた仁德天皇、十七条の憲法

佛教がわが國に傳はつたのは、欽明天皇の御代のことであ

たからであらうと思はれます。

中心に描かれるのが、第五期までの通例であった。昭和十八

ります。佛像をまつつてよいかどうかについて、蘇我氏と

ぶつざう

年に発行された第六期では、さらに多くの天皇が治政に力を

一一
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28

を定め、隋に対等の立場を示し、仏教をひろめた聖德太子を

27

きみ

や また

一〇

の岩屋」や「八岐のをろち」のお話にも、大神の尊い御德と

あめのした

柱の神が、 天 下 の君としてお生みになった」という説明が

深い御惠みを仰ぐことができます。御弟素戔嗚 尊 を始めた

す さ の を の みこと

加えられ、天の岩屋に入られた際、「世の中はまつ暗になつ

てまつり、多くの神々が、どんなに大神をおしたひ申し上げ

おん

てしまつた」という表現が登場し、日神であることが暗示さ

てゐられたかを知ることができます」 （ ）という、波乱の

ない世界に変貌している。ここでいう「天の岩屋」と「八岐

さま

しかば、神々の笑の聲は天地を動かすばかりなり。大神、こ

のをろち」は共に、後に紹介する三年生で学ぶ『初等科國語』

あめのうずめのみこと

れている。その一方で、「 天 鈿 女 命 のまひの樣をかしかり
れは何事ぞとあやしみたまひて、少し岩戸を開きたまひしか

一に登場する教材である。

第六期の際立っている点は、こうした歴史が「ですます」

そう

たすらに大神をおなぐさめ申し上げた。かうした神々の御心

みいくさ

路はるかに大和へ向かつて、御軍をお進めになつた。途中所

やまと

皇の東征途上で、瀬戸内海を進む様子を、第五期教科書は「海

第六期になると記紀の神代がさらに踏み込んで紹介されて

々にお立寄りになり、そのあたりの民をなつけながら、長い
なには

いる。伊弉諾尊と伊弉冉尊の国生みが紹介され、天照大神は
み

年月を經て難波にお着きになつた」 （ ）とのみ書く。これ

ひのかみ

せとないかい

み

みいくさぶね

日向灘から瀬戸内海へ、御軍船は波をけたてて進みまし

つ

「大神は、高天原にいらつしやいました」と、初めて「高天

い

た。行く行く御船をおとどめになつて、各地のわるものをお

なには

み

原」という場所にも言及されるようになった。また、天孫降

平げになり、
また苦しむ民草をお惠みになりました。
御稜威を
ひうが

臨の様子も、「文武の神々を從へ、天上の雲をかき分けなが

したつて御軍に加るものも、少くありませんでした。島山の

ゆうべ

ら、ををしくおごそかに日向の高千穂の峯にお降りになりま

多い内海のこととて、春の朝 、秋の夕 の美しい眺めが、御

あした

した」と、具体的な情景が目に浮かぶような叙述になってい

軍人のつかれをなぐさめたこともありませう。かうして、長
はたや

ひと

る。ただし、これまであった「たび〳〵あら〳〵しいことを

い年月をお重ねになりながら、天皇は、やうやく難波へお着

しんせい

あめ

せられ」、「大神の神聖な機屋をおけがしになつた」 （第五

なだ

に対して、第六期では次のように描写されている。

25

きになりました （ ）。

たかまがはら

たるのであります」と、太陽神であることが明記されている。

大八洲にあふれ、海原を越えて、遠く世界のはてまで滿ちわ

おんとく

「御德きはめて高く、日神とも申し上げるやうに、御惠みは

いる （ ）。

調で柔らかく物語られるという点である。たとえば、神武天

かぐら

ば」 （第三期）（ ）という劇的な展開が、「神樂を奏し、ひ

24

が大神に通じたのであらう」という平板な説明に変えられて

22

期）（ ）という素戔嗚尊の説明は省略され、「私たちは「天

26
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23

23

大変重要な点である。国定教科書の歴史叙述の内、明治以降

我が大日本帝國人皇第一代の君なり」
と明記されている（

。
）

先程、明治期の教科書は神代を記述する場合と、神武天皇か

あまてらすおほみかみ

と明治以前の修身については、以前にまとめたことがある

の系譜に近い内容である。

ら書き始める場合があると述べたが、どちらかと言えば後者

（

い。

おんとく

おんかた

第三期になると、第一章の「天 照 大 神 」の内容に大きな

ばんみん

じめて稻・麥などを田畑にうゑさせ、又 蠶 をかはせて、萬民

かいこ

国定歴史教科書の書き出しを見ると、第一期第一章「天 照

をめぐみたまへり」と説明され、農業の創始者として紹介さ

たはた

大 神 」は、「天照大神はわが天皇陛下の御先祖にてましま

れる。そして、素戔嗚尊が登場し、天の岩屋、八岐大蛇、大

むぎ

す」と書き始められる。「大神は、御孫瓊瓊杵尊に、この國

國主命などの話が語られている。第一・二期には言及されな

いね

変化が生じている。「大神は御德きはめて高き御方にて、は

をさづけたまひて、『皇位の盛なること、天地とともにきは

かった神代のできごとが描かれるようになったわけである。

２．歴史教科書が描く神代と上古

まりなかるべし。』と仰せたまいき」。そして、鏡と剣と玉

後に紹介する国語教科書に載せられた神話教材とのつながり

に に ぎの み こ と

ご せ ん ぞ

の三つの宝をさづけたが、鏡がことに尊く、現在は伊勢神宮

を、説明する必要があると判断したためであろう。しかし、

オホミカミ

に祭られていると説明される。三種の神器をいただいた瓊瓊

そこでも超自然的な現象は極力排除されている。伊弉諾尊と
てら

すさのをのみこと

杵尊は、日向の国にくだる。それより四代目が、神武天皇で

伊弉冉尊の国生み神話は書かれていないし、大神が天の岩屋

たいよう

こーい

あると説明される。天照大神については、「その御德、きは

にかくれられた時も、「あまたの神々これを憂へ」というだ

ひうが

いざなぎのみこと

めて、高く、あたかも、太陽の天上にありて、世界を照すが

けである。他にも「あまたの神々をしたがへて日向にくだり」

いざなみのみこと

如し」といわれるだけである。「あたかも……如し」という

などと表現されるが、それ以外は歴史物語と読める記述であ

おんとく

表現は、太陽神であることを否定したようにも読める。また、

る。神話に言及するが、可能な限り神性を取り去ろうとして

うれ

神話的な物語は一切語られず、天皇の始祖としてのみ天照大

いる （ ）。

第四期は、初めて口語体を採用した点に大きな変化があっ

九

いざなぎのみこと

いざなみのみこと

たが、記述内容は第三期の記述をほぼ踏襲している。これに
かみよ

第二期でも、天照大神は「あたかも天日のかがやけるが如し」

）。

神が登場する。神代の出来事は歴史叙述の対象外であるとい

アマテラス

）。ここでは、修身を除く前近代に絞って考察を行いた

21

対して、第五期になると、「大神は、伊弉諾尊・伊弉冉尊二

う意識のもとに、「日本歷史」が書き始められている （

22

と表現され、「神武天皇以前を神代といふ」、「神武天皇は

20
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19

単に触れておきたい。明治期の教科書制度は様々な試行錯誤

八

国定教科書は大きく六つの時期に分けられる （ ）。

第一期 最初の国定教科書が導入された明治三十七年以降

を経て、明治十九年以降民間の会社が作製した教科書を文部
省が検定する仕組みをとっていた。しかし、明治三十七年以

第二期 義務教育六年制に伴い大改訂した明治四十三年以降

第四期 十五年に及んだ第三期を大改訂した昭和八年以降

第三期 二回目の大改訂を行った大正七年以降

教科書導入は、帝国議会や地方官会議 （知事会）などで決議が

第五期 国民学校への変更に伴う昭和十六年以降の大改訂

）。これにより、国定

繰り返された影響が大きく、特に内閣や文部省が積極的に主

第六期 最後の国定教科書となった昭和二十一年以降

＊歴史教科書は昭和十五年に第五期が始まり、十八年にも

明治三十五年に、ある文部省視学官は、次のような談話を教

経験していることに気づく。検定教科書が廃止された背景に

改訂された時期をみると、その直前に日本は常に大戦争を

大改訂されているので、全部で七期となる。

育雑誌に載せている。「我輩は元來國定教科書論に不同意で

のが通例となったためであった。国定教科書導入が決まった

かけは、教科書採択に当たって出版社が関係者に金銭を贈る

もそも、帝国議会などで国定教科書化の気運が昂まったきっ

導して実現したわけではないことが明らかになっている。そ

が精緻を極めた分析を行っている （

降国定教科書となる。その導入過程については、梶山雅史氏

18

ありといふことは理論から言ふと確に動かす可からざる議論

あつて、民閒の自由競爭に任ずる方が文化の進歩上大に利益

べきだという世論が盛り上がったのは、このためだった。第

のない教科書会社の買収を、国家による教科書制定で解決す

は、日清戦役以降に昂揚した国家意識があった。絶えること

れて、この制度を採用したことを伺わせる。敗戦以前の日本

というよりも、贈収賄の常態化とこれに反撥する世論に押さ

そして、昭和十七年以降に出された二年生以上の修身・国語

長期化し、ヨーロッパでも戦争が本格化した時期に当たる。

り、第四期は満洲事変直後である。第五期は中国での戦いが

）。文部当局は自ら進んで

では、国家が国民の意識を戦争に向けて統制していた、その

た。このように、戦争との関わりは国定教科書を考える上で、

教科書には、日米開戦後に起きた出来事が大量に載せられて

梶山氏の研究からも明らかである。

恰好の手段として国定教科書を導入したという紋切り型の見

二期は日露戦役後であり、第三期は欧洲大戦末期のことであ

であるが、今日の實際より言ふと事實上國定教科論を是認せ

敎

いる。最後の国定教科書が刊行されたのは、敗戦直後であっ

ねばならぬやうに思はるゝ」 （

敎
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16

方がある。しかし、これが一方的な思い込みであることは、

17

このため、建国神話の部分を切り捨てた歴史叙述はやはり少

で、日本人の信仰心と分かちがたく結びついた存在である。

なお、当時の日本史・国史教科書は皇紀を使い、西洋史教

なく、天照大神をはじめとする神々に言及するのが通例であ

とめられている。
科書は西暦を用いていた。これに対して、東洋史教科書は、

った。この点について、『小學日本史略』という教科書は、

其神異ノ●アル、我上古ト異ナルコト無シ、蓋シ國ノ原始、

支那ノ史、天皇地皇氏ヲ揭ケ、歐史モ亦開國ヨリ筆ヲ起ス、

次のように論じて、神代から書き起こしている。

「西洋歷史と權衡を保たしめむか爲めに西洋紀元を用」（ ）
）る場合に分かれ

いたり、「日本の紀元」を採用して「以て讀者既修の國史と
相對照するに便ならしめんことを圖」 （
た。文部省は外国史では、皇紀で統一させたわけではなく、
教科書執筆者に判断を任せていたことが分かる。
）。しかし、

明治期につくられた小学校用日本史の教科書を見ると、
「神代」が冒頭にすえられるのが普通である （

神武天皇即位の前と後では、物語の展開が異質であると捉え
られている。
再び明治五年に刊行された文部省編纂教科書
『史

天照大神五世の孫にして鸕鷀草葺不合ノ尊の皇子なり」と書

年に発刊された『改正史略』では、「第一代神武天皇と申す

皇」という項目でまとめている。ところが、二年後の明治七

神代にまでさかのぼる天皇を中心とするまとまりととらえる

本の神々の物語は日本でしか通用しないと見ている。日本を

歴史の始まりとはそのようなものだと指摘すると同時に、日

限らず、「支那の史」にも「歐史」にも共通する点である。

中には「神代邈焉タリ、故ニ斷シテ橿原以降ヲ記ス」と明記

限り、
こうした歴史叙述になるのは必然の道筋となるだろう。

もあった （ ）。日本人の日常世界の延長上とみなされる時

これが、明治期の多くの教科書が共有する立場であった。

き出され、「天照大神」以外に神代への言及はない （

）。

国の始まりが「神異ノ説」によるとしても、それは我国に

所ヲ詳カニス （

）、

●ルノ類、皆神世ニ起ル、故ニ此書、國初ヨリ叙テ、其由ル

錄セサル可ラス、況ンヤ我國皇統一世、國體ヲ定メ、農織ヲ

說

10

して、橿原宮で挙行された「神武即位」から叙述を始める例

13

代と、それとは次元の異なる神々の時代とは、断絶してとら

三． 国定教科書の歴史叙述

国定教科書の内容に入る前に、国定教科書制度について簡

１．導入

けではなく、日本の神々と人とをつなぐ役割を担っている点

七
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12

略』に戻ると、「神代」に対して、神武天皇からの記述を「人

15

敎

11

えられていた。しかし、天皇は世俗的な権力の中心であるだ

14

文字の解読などにより、十九世紀後半は古代文明の研究が急
速に進んだ時代であり、そうした欧米での成果が日本の教科
書にも反映したのだろう。ちなみに、表紙に「 TEXT BOOK

」と英語で表記された西
of Universal History for Middle Schools
洋史教科書が刊行されている （ ）。ここでは、自らの歴史

に始まる教科書がある。

六

今を距る凡そ五千年前に、漢人西北方より支那に入りて苗人

を逐ひ、黃河の沿岸に留り、各々酋長を戴きて幾多の部落を

を教へ、八卦を作り、神農氏は農商の道を開きて最著名なり、

なす。諸酋長の中にて、燧人氏は火食を傳へ、伏義氏は佃漁

を普遍的＝ユニバーサルとする西欧の見方が、そのまま取り

後世之を三皇と稱す （ ）。

にするものなり」 （ ）と書き出されるものもあった。「西

に現存する諸國民が、今日の文明を爲すに至りし所由を、審

入れられている。また、「西洋史は、ヨーロッパ、アメリカ

5

史」の最後は、西欧諸国がアジアに勢力を伸ばし、その中で

代文明の所以を解き明かす科目であった。それゆえ、「西洋

洋史」とは、日本が明治以降取り入れるようになった西欧近

あった。ただし、三皇を省略し、黄帝から記述を始める教科

那の歴史」はここから始まるというのが、この当時の常識で

在」が疑問視され「神話」と見做される三皇五帝だが、「支

異説があり、教科書の記述も統一されていない）の記述が続く。「実

他方中学校の「東洋史」は、日本が古来より多大な影響を

ある （ ）。三皇五帝は「伝説」に過ぎず、「史実」の裏付

き、「古傳に曰く」と書き始めて、三皇五帝を説明する例も

書も多い。また、「第二 夏殷」の前に「第一 古傳」を置

受けてきた支那文明の歴史を学ぶ学科であった。西洋史で日

っている。

日本のみが近代化の歩みを始めた所で、多くの教科書が終わ

この後、黄帝から始まり堯舜を含む五帝 （五帝を誰とするかには

7

の歴史叙述の場合、三皇五帝から書き始められている点で、

うに超越的に俯瞰しようとする姿勢は、見られない。東洋史

り、今日の「世界史」が陥りがちな、地球儀を眺めるかのよ

っている。歴史を学ぶとは自らを見つめ直すことに基本があ

これまでの歩みに多大な影響を与えた文明を学ぶ仕組みとな

神話は、日本でしか通用しない物語であると、ここでは受け

ことを認めている点が興味深い。日本の成り立ちを説明する

神武天皇即位よりも二千年前に、支那で歴史が始まっている

稱する英王あり」（ ）と明記される例もある。このように、

叙述するのが通例である。「皇紀前一八〇〇年の頃、黄帝と

東洋史の教科書は、支那の歴史が約五千年前から始まると

けがないことをはっきりさせようとしたのであろう。

明治初期の教科書と大きな変化はない。たとえば、次のよう

本の将来に深く関わるであろう文明を学び、東洋史で日本の

8

9
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6

はづれ

人の始めは國々の●異同ありて何れとも定め難しと雖も西洋
ア ジ ア

の説にては亞細亞洲の西端 「チグリス」及び「ユフレート」

生まれたのは「西洋ノ●ニハ、紀元前、凡ソ四千年ノ頃 神武天

）るとある。つまり、日本

神話とは異質の旧約聖書に基づく西洋史の始まりが、そのま

皇紀元前、凡三千二百五十年、ニ當」（

と名付る二大河の傍に於て最早く人民昌えしと云ふ其後紀元
ひた

ここで興味深いのは、全能の神が六日間で世界を創造し、

ア フ リ カ

民多くは溺れ死し唯「ノア」と曰ふ人の家族のみ殘り留れり
ヨーロツパ

アダムとイブを作り、彼等をエデンの園から追放したという

へ

説明は省略されている点である。キリスト教徒ではなかった

なかったが、アダムとイブが人間の起源であり、大洪水をノ

も移り住せしものなりと云ふ （ ）
ここでは、紀元前二千四百年に起きたとされるノアの洪水か

アの一家が乗り越えたという話は、西洋人の歴史として認め

明治初めの日本人にとって、超自然的な話は史実と認められ
ら、西洋史が語られている。明治八年に発刊された小学教科

ていたと解釈できる。もちろん、ユダヤ教徒やキリスト教徒

厄襪ト稱ス、二子アリ、長ハ耕稼ヲ業トシ、次ハ牧畜ヲ業トス、既ニシテ

地）ノ地方、由非刺底 地革西兩河ノ近傍ニ一男一女生ル、之ヲ亞當、

年前ニ在テ亞細亞ノ西南ナル米所波太迷亞 （今ノ亞細亞 土耳其ノ領

上古、人類ノ地球上ニ、創生シタル始ハ、詳明ナラスト雖トモ、大約六千

だろうが、明治の日本人はそのまま「事実」と受けとめるこ

キリスト教信者は、聖書の記述をすべて史実だと信じていた

って異なる。少なくとも進化論が登場する以前のユダヤ教、

となどあり得ない。「虚構」と「事実」の境目は、立場によ

ユー フ ラ テ ス

チ グリ ス

いる。

が、中学校では「西洋史」と「東洋史」が授業教科となって

明治初期を除いて、小学校で外国史は教えられなくなった

とは出来なかったに違いない。

ア

モノナキヲ以テ、此二人ヲ世界開闢ノ始祖トス（ ）
ポ タ ミ

明治三十年代の中学校西洋史教科書を見ると、旧約聖書に

メ ソ

米所波太迷亜の由非刺底川、地革西川近くに生れた亜当と

もとづく記述は無くなり、古代メソポタミアあるいはエジプ

イ ブ

厄襪が人間の祖とされ、この後にノアの洪水の話が続いてい

五

トの文明の説明から書き始められている。遺跡の発掘や楔形

アダム

蓋シ其際ニ在テ、又人民ノ各地ニ棲息セルコト、疑無シト雖モ攷據スベキ

其子孫、次第ニ繁殖シテ、亞細亞 亞弗利加 歐羅巴ニ衍蔓セリト云フ、

にとっては、これらの説話はすべて一体であり、切り離すこ

書の書き出しは次のようであった。

2

此子孫歳月を經次第に又繁榮し終に歐羅巴洲、亞非裡加洲へ

ころ

ま紹介されていた。

さか

說

二千四百年前の比非常の大洪水ありて山野儘く水に浸され人

4

說

る。師範学校編の教科書にも同じような記述があり、人間が

3
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說

だろう。つまり、内なる「日本」への理解を深めることに他

る思いを紡いできたかを見つめることが、日本史の核になる

る。その記述内容は、奥行きのない綺麗事に過ぎないともい

ぞれの時代の国民意識を探る上で格好の材料となるはずであ

民ならばだれもが触れるはずの書物を材料にした方が、それ

四

ならない。それは、家族にとっての共通の思い出と同じよう

える。しかし、どんな事柄が将来の日本国民の教材としてふ

さわしいとされたのかは、多くの日本国民の意識を探る大切

に、日本人同士をつなげる記憶となるはずである。
しかし、家族の思い出と日本人としての記憶とでは、大き
経験した事柄だが、日本人同士を結びつける歴史は、伝承や

討するのが、ここでの目的である。その内容が今日から見て

以上のような観点から、明治期より敗戦までの教科書を検

な手がかりとなるだろう。

文献記録に寄る部分が大きい。家族の歴史でも、言い伝えや

正しいかどうかには一切関心を持たないし、持つ必要もない

く異なる点がある。家族同士の思い出の多くは、自らが直接

系図や遺品などで知る側面もある。名家になるほど、その比

ことを、あらかじめ確認しておきたい。

二． 明治期の歴史教科書の書き出し

重は高くなるが、核になるのは親子、兄弟、夫婦の間で形作
られる共通の経験だろう。他方、日本人の物語は、同時代の
事件でも、ほとんどは噂やマスメディアの報道を通して知る

最初に、明治期の教科書が歴史の始まりをどのようにとら

えていたかを見てみたい。明治時代になって学校教科書が書

間接的な出来事である。まして、長い歴史を持つ「日本」を
理解するためには、文献に多くを頼らざるを得ない。むしろ、

た小学校教科書『史略』は、「皇國」、「支那」、「西洋」か

き始められた当初は、今日以上に歴史を記録した当事者の見

これから、国定教科書を中心に、敗戦までの日本で、自ら

らなるが、
それぞれ以下のような記述から始まっている。
「皇

文献を徹底的に読み抜くことが求められている。そして、常

の歴史がどのように描かれてきたかを振り返っていく。あら

國」は「天御中主神」などの神々が列記された「神代」から

方が尊重されていた。たとえば、明治五年に文部省が編纂し

ゆる歴史記述がそうであるように、日本でもその時々の立ち

始まり、「支那」は「天皇 地皇 人皇 有巣 燧人 以上

に文献を読み直すことで、歴史が再解釈され続けていく。

位置で、過去の歴史の見方を変えてきた。そうした日本史像

太古といふ」に始まり、三皇、五帝から歴代有の皇帝が列記

スヰ ジン

の変遷は、日本人自身の変貌を理解する大切な視点を提供し

されている。さらに、「西洋」は次のように書き出される。

イウサウ

てくれるだろう。初等教育は、国民が共有すべき最低限の常
識を教える場である。専門家を対象とした著書ではなく、国
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出だからこそ、家族の絆になるといえる。あるいは、強く結

のない「真実」となる。そうした感情を伴った主観的な思い

どうでも良くても、本人達が大切と思えば、それがかけがえ

自分たちがそう思い込んだという物語である。端から見れば

第三者の立場から観察された「正確」な行動記録ではなく、

この場合、過去はきわめて主観的なものである。それは、

のは、
同じ過去を限り無く多く分かち持つからに他ならない。

分にとって大きな存在になってくる。家族がとりわけ重要な

有してきたからである。その度合いが多ければ多いほど、自

人や家族がそうした人々と違うのはなぜか。それは経験を共

の出来事を見ていることに変わりはない。

とは全く異なるものだった。どこの国でも、自国中心に世界

意とする種目が中心で、日本で見るオリンピック競技の印象

放映されるのは、ホッケー・ボート・馬術などイギリスが得

行中にオリンピックのテレビ放送を見たことがある。そこで

られるのは日本選手の活躍が中心である。かつてロンドン旅

はごく稀だろう。オリンピックやワールドカップでも、報じ

に受賞者となった、イギリス人研究者の名前を挙げられる人

くの日本人は知っているだろうが、同じ研究で山中氏ととも

細胞の研究でノーベル生理学・医学賞を受賞したことを、多

う世界である。先程「見ず知らずの人間」といったが、これ

全く異なる出来事だとしても、本人達はそう思っていたとい

と重なり合ってくる。後世から、あるいは外国から見たら、

そう考えると、このような記憶は、最初に述べた歴史記述

はなく、
気がついたら我が身に組み込まれていた宿命である。

裏腹であろう。こうした日本人の常識は、自分で選んだので

のような個人主義を持たず、画一性やお節介がめだつ側面と

いつの間にか仕立てられているからである。それは、西欧人

ら見下ろすような表現を良しとする価値観を持つ日本人に、

我々にとって、「日本」とは圧倒的に大きな存在である。

も国内か国外かで、大きく異なる。日本ならば、日本語が通

その日本語や日本的価値観は、戦後になって、あるいは明治

ばれてきたという記憶が、時には殺人にまで至る激しい憎悪

じ、きちんと行列を作り、清潔で、犯罪者の数も少ないとい

維新以降に出来たものではなく、この日本列島で長い歳月を

日本語で物事を考えて他人と意思疎通を図り、「粗末なもの

う安心感がある。他方、外国へ行けば、それぞれに異質な環

かけて形作られたものである。我々の体内には、数千年をか

の源となる場合もあるだろう。どちらにしても、共通の経験

境があり、緊張を強いられるだろう。そう考えると、家族の

けて出来たこうした文化が居座り、それなしでは生きていけ

で」とか「お邪魔します」といった、自分の行動を相手側か

場合と同じように、日本もまた、主観的な物語を共有するこ

ない。そして、それを担ってきた人々がどんな記憶、いかな

が家族の存在感を大きくしている。

とでまとまっていることが見えてくる。山中伸弥氏がｉＰＳ

三
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方に乗っているのに過ぎないからだ。たとえば、天孫降臨と

史の真相」に迫ったつもりでも、しょせんは過去の記録の見

理解する手だてとみる視点が大切ではないか。どれほど「歴

解明のためというよりも、記録を残した人々のものの見方を

このように、文献史料の解読を、実際に起きたことの真相

が目的だという意識を強めても良いように思う。

観的事実解明の手段というよりも、それを読み込むこと自体

料と根本的な違いはない。そうだとしたら、文献解読は、客

特定の時間に特定の視角から記録されたという点で、文献史

映像や音声の記録は、
強烈なイメージ喚起力を持っているが、

役割しかない。近年飛躍的に大きな役割を担うようになった

二

いう記述を、現実にはあり得ない荒唐無稽なお伽噺と決めつ
けたり、国外から天皇の祖が到来したことが変形して出来た
く、自分たちの国がその通りの過程を経て出来たと表現した

があるのだろうか。卑近な問題で考えてみたい。ブランド品

それでは、過去の人々が見た世界を探ることにどんな意味

２．主観的な世界の意味

人々がおり、それが受け継がれてきたいきさつを重視する観

ルイ・ヴィトンのバッグを例としよう。第三者から見れば同

虚構だろうなどと、現代の常識を投影して憶測するのではな

点である。

げた自分の主観的な解釈を、他人に説得するための手段に過

から贈られた大切なバッグかもしれない。逆にけんか別れし

ようやく手に入れた愛着のあるものだろう。あるいは、恋人

じバッグでも、持ち主にとって、自分のものは他人のとは全

ぎない。「実証」という手順が重視されるのは近代人の感覚

た元彼氏からもらった不愉快な物体という場合もあろう。そ

歴史学では「実証」が重視される。しかし、ある出来事の

であり、古代人にとっては神からの啓示こそが大切だっただ

れぞれに、
思い出のつまったこの世に二つとない存在である。

く違う存在である。ある人には、苦労して働いて貯金をし、

ろう。そうした超自然的な事象を、近代の研究者は素直には

別にブランド品でなくても良い。ぬいぐるみでも、なつかし

「実証」も、突き詰めれば、さまざまな文献を読んで作り上

受け容れられず、古人には理解しがたい「科学」的手続きを

い故郷の風景でも、住みなれた我が家でも同じである。人は

こうした思い込みは、ものだけではなく、人間同士にもあ

大切にする。しかし、間違いなく「実証」できるのは、史料
かは決して「実証」できない。それ自体が言語表現である歴

る。むしろ、人の場合の方が重要である。盛り場に、あるい

常に周りの事物に主観的な思い入れをして生きている。

史研究は、「現実」そのものとは別次元の言葉の世界から抜

は満員電車の中にいるのは、見ず知らずの人間であるが、友

にそう書いてあったということだけで、実際に何が起きたの

け出せる訳ではない。遺跡などには、それを補完する程度の
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国定教科書が描く日本史像

山室 建德

史實と言つてゐるにすぎない。その信憑性の濃い、薄いとい

い。そこで私の氣になるのは、史實の中にはなぜ人間の心理

一． はじめに
歴史研究とは偽りの物語を排して、客観的な史実を確定す

や感情といふ紛れもない實體が入つてこないのかといふこと

ふことを證明するものは、單なる考古學的なかけらにすぎな

ることだという思い込みがある。しかし、これは正しくない。

です。當時の人間の價値觀や行動意思といふものはなぜ入ら

いふものは瞬閒瞬閒に消えていつて、われわれはその眞相を

こしらへたものであります。［中略］ほんたうのこと、史實と

本人が書いた日本人の話であります。
いづれも話であります。

話であります。これは史實ではございません。「記紀」は日

であります。［中略］「魏志倭人傳」は支那人の書いた日本の

新しい噓は何かといふと、「後漢書」であり、「魏志倭人傳」

に見ようとした軌跡というしかない。そうだとしたら、そこ

う発想に問題はないか。すべての記録は、書き手がそのよう

「事実」と「虚構」に峻別でき、後者は打ち棄ててよいとい

かかわらずその違いを無視して、過去の人々が残した記録を

るという事実は、誰もが普段経験しているはずである。にも

は、無限の距離がある。両者がまったく異質な別世界に属す

つまり、現実の出来事とそれを言葉で表現した記録との間に
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１．「真実の歴史」は存在しない

この点を福田恆存は次のようにいう。

ないのか （ ）。 （以下引用文中の［ ］は山室による）

知ることが出來ない。史實といふのは不明のうちに過ぎ去つ

に現れている心情を読み取ることが、何より求められている

「記紀」の噓を否定した彼等［戰後の國史學者］がすがりついた

て、不明のうちに埋没していく。歷史學者が史實と言つてゐ

のではないかと福田は述べている。

一

るのは、單にそれについて書いた歷史の信憑性の濃いものを

1
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