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な人間ですが，2年生の前期には，何を思った  

か，晴れようが雨が降ろうが関係なく，古長靴  

を履いて東京のど真ん中を閥歩しておりました。  

こうして底がすり減っていたゴム長靴のおかげ  

で，前期試験の始まる前日のこと，駅の階段を  

下りる際に足を滑らせて前向きに倒れ，頭をし  

こたま打ってしまいました。この結果，脳内出  

血のため3週間の加療を要す，という診断を受  

けました。試験は全部受けられなくなり，仕方  

なしに通院しながら脳内出血の治療を受けてい  

るうちに，1週間後には盲腸炎を「併発」して  

しまいました。「もうチョウがない」というわけ  

で，同じ外科医に入院し，手術を受けるはめと  

なりました。   

退院直後の一週間は，中学校の教師をしてい  

たすぐ上の兄のところに一週間ばかり世話にな  

りました。その折に，私はほとんど本を読まな  

い大学生でしたが，たまたま通信教育で教職課  

程を履修していた義理の姉の本棚にあった1冊  

の本に目がとまりました。思わずその本を手に  

取り，冷やかし半分で読み始めました。ところ  

が，2，3ページ読むうちにすっかり引き込まれ  

てしまいました。頭を打っていたので，30分程  

まじめに読むと，目の前を何かが飛び回るよう  

な感じがするという状況でしたが，3日かけて  

この本は読み通しました。その本は，玖村敏雄  

著『ペスタロッテの生涯』という伝記本であり  

ました。   

この本を手にとった理由は，ただひとつ，「ペ  

スタロツチ」というカタカナで書かれた名前が  

へんてこりんに思えた，ということでした。「何  

だ，この変な名前は」と思って手にとった本で  

すが，私はこの本を「読んだ」というよりも，  

この本の世界に引きずり込まれてしまったので  

す。そして後期が始まるとすぐに，私は担任教  

皆さん，こんにちは。ただいまは吉田先生か  

ら，穴があったら入りたいと思うようなご紹介  

をいただきました。本日，ここに立たせていた  

だくのも恥ずかしいような看ですが，20年と7  

ケ月間，この大学にお世話になりました。こう  

してなんとか無事に退官できますことを，心か  

ら感謝しております。   

ペスタロツチ祭の中で最終講義をさせていた  

だくことは，たまたまペスタロッテ研究者の端  

くれであるということで，相当重荷であります。  

最終講義なので，本当は多少なりとも格好よく  

やってみたいという邪念はありました。しかし，  

さまざまな事情でその準備もできず，月並みな，  

お粗末なお話しかできないことを心苦しく思っ  

ております。   

私の裡歴についてご紹介いただきましたが，  

振り返ってみますと，私の人生にはいくつもの  

出会いがありました。そのひとつひとつが，私  

にとっては幸いなものであったと思っておりま  

す。数多くの出会いのなかで，私にとって一番  

大きかったものは，18歳の析の聖書との出会い，  

そして聖書を通してのイエス・キリストとの出  

会いであります。この出会いにより，私の人生  

観・価値観はそれまでのものから180度転換い  

たしました。人間とは何か，人間が生きる目的  

な何か，という問いに対する私なりの立場が，  

この出会いを通して一応確立されたと考えてお  

ります。   

そして，私にとって二番目に大きな出会いは，  

さきほどもご紹介いただきましたが，大学時代  

におけるペスタロツナとの出会いであります。  

私は東京教育大学理学部の化学科に入学しまし  

た。もともと埼玉の田舎に生まれた大変がさつ  
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ていない最下層の子どもたちの教育に目をとめ  

たのでした。   

外面的には見る影もない，ノミやシラミだら  

けのぼろを着ている子どもたちの中に，彼は人  

間性という宝物を見出しました。そして，彼に  

いわせれば，この子どもたち一人ひとりに，神  

様はすばらしい素質や能力を与えているのだ，  

ところが教育がいいかげんなために，彼らは物  

ごいをしたりして，いわば人間でありながらも  

その尊厳も価値も無視されたかたちで生きざる  

を得ないのだ，と言うのです。そういう人たち  

に目をとめて，これはおかしい，間遠っている，  

世の中の権力者や持てる者が，そういう一人ひ  

とりの人間を道具扱いにしているのはおかしい，  

と彼は考えたのですね。それで，自分の生涯を  

民衆の教育にかけたのです。この子どもたちが  

持っているさまざまな素質や能力をできるだけ  

伸ばせるように条件整備Lたり，その教育方法  

を考えたりすることによって，彼らが人間の名  

にふさわしい，本当に生きていてよかった，人  

間として生きていてよかったといえるような，  

そんな人生が送れるための教育を考えたのです。   

そういう意味で，彼はルソーと並んで，子ど  

もの人間としての尊厳や価値を何よりも大事に  

した人物だったのであります。私も青年時代に  

はかなり高い理想を持っておりました。今でも  

それはあまり薄れてはいないと自分でほ思って  

おりますが，とにかく，ペスタロツナの生き方  

や考え方に触れて，私は大変心躍る思いをいた  

しました。それが，ペスタロツチ研究に志す一  

つの大きなきっかけになったわけです。   

ところでペスタロッテは，今から200年ほど  

前に，早くも女性の人権の実現にも強い関心と  

熱意を持っておりました。当時のヨーロッパ社  

会には，非常に深刻な問題がありました。それ  

は嬰児殺しという事件の塀発でした。この頃，  

貸しい田舎生まれの女の子の中には，町へ出て  

お針子さんとか家政婦として一生懸命働いて，  

わずかな貸金を田舎に送った者が少なくなかっ  

たようであります。そうして少女たちが，しば  

Lば，都市の世なれた不徳な男たちにだまされ  

て，私生児を産まされるということがありまし  

官に相談することもなしに，勝手に教育学部の  

建物に出かけていって，教育学の先生たちの研  

究室が並んでいる廊下をうろうろしておりまし  

た。   

とにかく，どなたであれ，最初に出会った先  

生に，「実はある本を読んで，どうしてもペスタ  

ロッテの勉強をしたくなったので，何とかして  

ほしい」と頼むつもりでした。その時，最初に  

廊下で出会った先生は，後にお名前は知ること  

になりましたが，教育課程学の金子孫市先生で  

した。金子先生のお骨折りで，やがて3人の教  

授先生による口頭試問を受けることになり，結  

果的には，翌年4月に教育学科転入が許可され  

たのでした。かなり異例な措置だったと思いま  

す。こうして私は理学部化学科から，教育学部  

教育学科に移ることができました。夢中になっ  

て化学の実験をやっていたとはいえ，気づいて  

みると，化けたのは何のことはない自分自身だ  

ったというわけであります。   

このように，私は20歳のときに人生行路を変  

え，以来40数年が経ちました。ふり返ってみま  

すと，私がペスタロツナに魅せられ，その教育  

思想や実践についての研究に引き込まれた理由  

そのものが，現在の私が主たる研究テーマとし  

ている人権教育の問題に一直線につながってい  

るのだということに自分自身気づかされるので  

す。   

ペダロツナは今から250数年前，スイスのチ  

ューリッヒに生まれた教育家，教育思想家であ  

ります。彼自身ほ市民の息子でしたから，封建  

時代の当時においては，ある意味で特権階級に  

属しておりました。そして大学も含め，当時考  

えられる最高レベルの教育を受けております。  

それはドイツで哲学者カントや，文豪ゲーテが  

活躍していた時代と重なります。彼自身も選び  

ようによっては，どんな生き方も可能だったで  

しょう。しかし，彼が選んだ人生の道は，最下  

層の民衆の子どもたちが，どうしたら人間らし  

く，自分の力で生きていけるか，という課題の  

追求でした。これに彼は82年の生涯をかけたわ  

けです。およそ学識や教養や財産のある人々は  

ほとんど目もくれない領域，人間扱いさえされ  
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重＝人権尊重という普遍的基礎に根付いていた  

のであります。   

私は，さきほどご紹介いただきましたように，  

現在はもっばら人権教育の問題に焦点を当てて，  

本当にお粗末な内容ではありますけれども，研  

究・教育活動をやっております。いま振り返っ  

てみますと，20歳の非常に血の気の多い多感な  

青年であった私が，ペスタロッテにほれこんで  

馬車馬のごとくに突っ走ったときの心の奥底に  

は，今にして思えば，家柄や生まれ，性の違い，  

お金のあるなし等にかかわらず，人であるがゆ  

えに人は人として尊重されなければならない，  

という信念のもとに生きようとした，ペスタロ  

ッテの生き様に打たれた，共鳴した，という事  

実があったのだと改めて思うわけであります。   

以下，そういう観点から，ペスタロツナは人  

間をどう捉えたのか，教育をどう捉えたのかと  

いうことに少しだけふれさせていただき，それ  

をひとつのスタンダードとして，今日の教育課  

題を私がどう捉えようとしているかについてお  

話ししたいと思います。   

本日の講義テーマを「ペスタロッテ的視点か  

ら見た現代社会の教育課題」としましたが，実  

はこれを決めるのに少々苦労しました。私のペ  

スタロツナ研究は本当に表面的な薄っぺらなも  

のでありますので，ペスタロッテご本人に迷惑  

がかからないように，ペスタロツナ的視点とい  

たしました。不十分な解釈でペスタロツチの名  

を汚すことがない程度のお話ができれば，と思  

っております。   

さて，ペスタロツチは人間をどう捉えたのか，  

ということであります。彼は30歳の頃に，「実  

際，私たちは人間の，つまり私たちの同胞の内  

にある神の似姿（EbenbildGottes）に責任があ  

るのです」と書いております。この「神の似姿  

EbenbildGottes」とは，ラテン語のImagoDei  

です。人はだれでも，全てその内にImagoDei  

を秘めている，価値と尊厳のある存在だという  

のです。彼は，身近にいる最下層の民衆の子ど  

もたちをそのような尊厳を持つ存在と見なし，  

その人間性を可能な限り全面的に，調和的に発  

達させることによって，自立した，自律的市民  

た。不実な男たちはたいていは少女を捨てて逃  

げてしまいます。すると冷たく厳しい社会の中  

で，そのような母子が人間らしく生きていくこ  

とはほとんど不可能な状態でした。愛を踏みに  

じられ，棄てられ，出産した少女たちは，絶望  

と不安の中で自分の産んだ赤ちゃんを殺してし  

まったのですね。こうした嬰児殺しという事件  

が頻発して社会問題となる中で，あるドイツの  

人道主義的な法律家が，世の中を道徳的に堕落  

させることなしに，この忌まわしい殺人事件を  

防ぐにはどうすべきかを問う懸賞論文を募集し  

たのです。ペスタロツナは嬰児殺しで逮捕され，  

恥辱をなめさせられ，最後には見せしめ的にむ  

ごたらしい方法で処刑されていった女性達の裁  

判記録を検討したうえで，「立法と嬰児殺し」と  

いう論文を寄せたのでした。   

一般の人たちは，この犯罪の原因を女性の道  

徳的堕落に求めました。しかし，ぺスタロツチ  

はそれとは全く違う見方をしたのです。もちろ  

ん嬰児殺しは大きな犯罪だが，その犯罪に少女  

たちを追いやった第一の原因は，女性をだまし  

た不誠実な男性にあり，また社会の腐った慣習  

や刑法の不備，特に人間性の理解を欠いた不平  

等な厳罰主義等にある，というのです。こうし  

た観点から，彼は今日の社会福祉制度に似た制  

度の提案，男性に対する結婚と子どもの認知の  

義務づけ，国家による母子の保護と支援，刑法  

の改革，そして女子教育の推進等による抜本的  

な問題解決を提案したのでした。   

彼が刑法の改革と同時に教育の改革と実現を  

求めたことは重要です。国家権力が，権力とし  

て国民に道徳的たることを命じることの不当性  

を主張する彼は，人間は，国家権力が望み，命  

じるからではなく，人間は自ら人間の尊厳にふ  

さわしい生き方ができるのでなければならない，  

人間は教育によって自ら内面的に高まるのでな  

ければならない，と考えたのでした。   

このように，ペスタロッテは当時のヨーロッ  

パでは一人前の人間として扱われていなかった  

女性や子どもの内なる人間性をこよなく大事に  

したのであります。今日風に言い換えれば，ペ  

スタロッテの教育思想と実践とは，人間性の尊  
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へと教育しようとしたのであります。   

人権論の基礎をなしている人間の尊厳に関す  

る根拠については，さまざまな立場があるよう  

であります。ペスタロツチの場合には，こうし  

たキリスト数的な人間観を基礎として，さらに  

ルソーに学んだ近代的な人権思想を展開し，身  

分の差，性の違い，財産のあるなし，教養のあ  

るなしをこえて，一人一人の人間がいかに尊厳  

なるものなのかということを徹底的に主張し，  

実践しようとしたといえると思います。   

ところでペスタロッテは，人間は，未知の自  

然の混沌とした閤のなかにある一大不可思議で  

もある，と言っています。人間の本性には，一  

方で自己犠牲も厭わずに他の人たちのことをわ  

が身のように振り返ることができる面があるか  

と思えば，逆に，自分さえよければ，自分の欲  

望のためであればどんな卑劣なこともやりかね  

ない，そういうおどろおどろしい面もあるとい  

うのです。彼は人間の本性は，ちょうど二つの  

焦点をもつ楕円のように，「好意的な側面」と  

「我欲的な側面」とを持つとみているのです。   

教育の課題は，愛や配慮をもって子どもの必  

要や要求を持たすことによって好意的側面をお  

おらかに発達させ，自己の意志によってその好  

意的側面が我欲的な側面の持つ動物的欲求を適  

切に，人間的な範囲に自己統制できるような内  

面的な能力にまで育てあげることにある，と考  

えておりました。この前半部分の教育は，自然  

の道に沿った愛し，配慮し，世話をするという  

方法で，子どもの内に愛，信頼，感謝という人  

間の基礎的な感情や資質を育成するものです。  

後半部分の教育は，まさに人間の「術」として  

の教育であります。これは乳幼児期より始まり，  

子どものわがまま勝手な欲望や欲求に対して親  

が見通しのある愛をもって適切に，しかし断固  

として壁になってストップをかける。それによ  

って，チビもの内に愛して，面倒をみてくれる  

親に対して従順となり，待つこと，忍耐するこ  

とができる基礎力を培うのです。なお，「従順  

さ」の原語Gehorsamkeitの語幹はhoeren「聞  

く（聴く）」であり，愛する母や父の言うことが  

「聞けること」を意味する点は大変興味深いとこ  

ろです。   

このように，人間性の本質を鋭く観察し，探  

究した上で，ペスタロツチは当時の下層民衆を  

も含めたすべての人の自立への教育を具体的に  

探究したのでした。人間存在の本質と特徴をし  

っかり捉えることをしないかぎり，いかにお金  

や時間をかけて教育をしても，本当の意味でそ  

の被教育者あるいは学習者の益にはならないの  

ではないかと私は思います。   

最近のたとえば行き過ぎた早期教育とか，あ  

るいは「自由主義的に育てましたので1年生に  

なっても座っていないのも当たり前ですよ」と  

平気で言うような親御さんの問題も，根は同じ  

かもしれません。人間とはいったい何なのか，  

子どもの本質は何か，ということをもう一度し  

っかり考えることが必要ではないのかと思いま  

す。そのときに，単なる性善説的な捉え方でも  

なく，かといっで性悪説でもなく，ペスタロツ  

ナのように，人間の自然本性の二面性を捉えて  

みることが，私には有効な解決策であるように  

思えてなりません。   

そして，もうひとつ，いわゆる頭と心と手  

（つまり身体）の全面的調和的発達という，よく  

知られたペスタロッテの見解について触れてお  

きたいと思います。彼は，こう言っています。  

「人間は真実なるものを知らかナればならないだ  

けでなく，正しいことを行うことができ，また  

行いたいと欲するのでなければなりません。」   

この言い方で，彼は，人が人らしく生きる  

ためには，頭脳を働かせて真実（真理）を知る  

こと（Kennen），正しいことを実行できること  

（K6nnen），正しいことを行いたいと意志し，欲  

すること（Wollen），これらがすべて必要だと  

し，これらの資質や能力を全面的に，調和的に  

発達させるのが基礎陶冶，基礎教育である，と  

論じています。これがいわゆる頭（Kopf）と心  

臓（Herz）と手（Hand）の教育であります。  

この三つの部分は相互に関連づけられていて，  

いずれもないがしろにされず，全体的に発達す  

べきなわけです。   

このどれかに強調点をおいて，他をないがし  

ろにすると，もはや基礎教育とは呼べなくなる  
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とって大事な道徳的価値を子どもたちに内面化  

させることを目的とする傾向があります。さま  

ざまな方法を工夫するにしても，本質的には価  

値内容の伝達・内面化が中心になりますので，  

いわば内容主義の道徳教育と一応呼べるように  

思います。ところが，このイギリスのプログラ  

ムはまったく違う立場に立つものでした。生徒  

達に「思慮深い生活様式」を身につけさせるこ  

とを目ざす道徳教育だというのです。「思慮深い  

生活様式」とは，どんな場面においても，つね  

に自分とかかわる相手の人やまわりの人たちの  

「要求（needs），感情（feelings），利害関心  

（interests）」，を考慮に入れつつ，自分の言動  

をとる，というような「思いやりのあるライフ  

スタイル」です。かなり常識的で，楽天的とも  

いえるアプローチかもしれませんが，私には非  

常に新鮮に思われました。「価値や徳を教える」  

というよりも，生きるスキル，あるいは様式を  

身につけさせる，つまりは「習慣づけ」を目的  

とするわけで，これは「内容主義」に対して，  

「方法主義」と呼べるのではないか。社会生活の  

中でさまざまな問題に直面するときに，「お互い  

に人間同士だよね」，というかたちで相互に尊重  

しあいながら生きることができるような資質や  

能力を身につけることを目ざす道徳教育，これ  

は，私にとって非常に新鮮にうつりました。   

大変訳すのが困難な文献でしたが，その後，  

研究室長の藤田昌士先生及び同じ研究部の橋迫  

和幸氏と共同研究して，国立教育研究所から研  

究報告書をまとめました。このプロジェクトに  

出会って受けた衝撃，そしてそこから学んださ  

まざまなことがらは，数十年後にこの筑波大学  

に勤務して人権教育に基づく道徳教育の研究を  

進める際の原動力にも，推進力にもなりました。  

今日のわが国における人権教育論では，いわゆ  

る「人権感覚の育成」が中心テーマの一つにな  

っておりますが，この問題を考え，ある意味で  

リーダーシップをとる立場にいる私にとっては，  

発想や確信の原点であります。   

国研時代には本当にのびのびと，いろいろな  

ことを勉強させていただきました。一番ありが  

たかったのは，ほとんど毎月といっていいくら  

と，彼は力をこめて強調しています。ですから，  

いわゆる「学力」偏重に陥ったら，もはや本物  

の人間教育とはいえないことになるでしょう。  

これが彼の立場であります。道徳こそが大事だ  

として，素直さ，心のやさしさ，公共への奉仕  

等々を，知性や身体的技能と対立するかのよう  

に強調するとすれば，これも教育を基礎的でな  

いもの，つまりは人間教育とは違うものに定め  

てしまうことになるのです。こういう意味での  

「道徳的人間」は，知性が欠けるがゆえに簡単に  

他の人の道具に使われてしまったり，身体的技  

能が欠けることによって，せっかくの道徳的行  

為を実践することができなくなるでしょう。   

この全面的・調和的発達という言葉は当たり  

前のように使われますが，私はこの21世紀にお  

ける教育改革においても，改めてそもそも教育  

とは何なのか，人間とは何なのかということを，  

政治や経済の論理からでなく，人間学的，教育  

学的な立場からしっかり考えなおすことが，ぜ  

ひとも必要なことではないかと考えています。  

ここまで，とりあえず，私なりのペスタロッ  

テ的教育思想というか，教育についてのペスタ  

ロツナ的視点についてお話しいたしました。こ  

うしたものを一応踏まえながら，私はほぼ34年  

間，小さな非力の者ながら，ひとりの研究者・  

教育者として歩ませていただきました。   

この間，先ほども言いましたように，さまざ  

まな出会いやチャンスをいただきました。最初  

は国立教育研究所に道徳教育研究室研究員とし  

て勤務させていただきました。ほとんど日本に  

おける道徳教育の実態や課題も知らない，わず  

かにペスタロッテヤフランクリンの道徳教育論  

を多少かじった程度の研究員としての出発であ  

りましたが，ここで私はいくつもの貴重な経験  

や出会いをさせていただきました。   

道徳教育の国際比較研究を主としたのですが，  

特に1967年から72年にかけてイギリスで開発さ  

れた「ライフライン計画」という道徳教育プロ  

ジェクトとの出会いでは，まさに「目から鱗」  

の経験をいたしました。   

日本の道徳教育の場合，一般的には，人間に  
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きっかけで，教育史担当助教授ながら，同和問  

題等の人権問題の解決に道徳教育の側から何が  

できるかという，新たな研究が始まりました。   

この大学で，今日わが国の人権教育，特に社  

会教育の分野における人権教育の第一人者であ  

られる中川喜代子先生との出会いがあったこと  

は，大変幸運なことでした。先生からいろいろ  

なアドバイスや指導を受けながら，同和問題を  

含むさまざまな人権問題への関心を深め，同和  

問題をはじめ，女性の人権，子どもの人権等々  

の人権一般にかかわる問題解決へのいわゆる普  

遍的アプローチの必要性，必然性，有効性に目  

覚めることになったからです。   

そんななかで1983年，欧州評議会の国際シン  

ポジウムにオブザーバーとして参加するという，  

思ってもみなかったチャンスが与えられました。  

先程お話しました教育部長シュトッパート氏の  

ご親切な計らいで実現したのでした。人権教育  

を基礎とする道徳教育に向かって動き出してい  

たわけですが，このシンポジウム参加を機に，  

ヨーロッパ諸国の学校で真剣に取り組みが始め  

られた人権教育の理論や実践の根底に，実はま  

さにペスタロッテ的な思想が現実的に生きてい  

るということをも知ることにもなったのでした。   

そして，7年後，図らずも筑波大学にお世話  

になることになりました。私は化学から教育学  

の世界へ移っていったこともあり，一般教養の  

面でも，教育学の専門的知識の点でも不十分で，  

特に思索し，文章を書くという研究者の基本的  

な資質の面で決定的に欠けております。いまで  

も，なんでこんな綱渡り的な人生に入ってしま  

ったのだろうと，自分ながらあきれつつ，苦労  

を重ねているわけであります。そういうわけで，  

この伝統ある筑波大学で教鞭をとることなど，  

本当に考えられないことであります。しかし，  

とにかく迎えていただくことになり，しかも道  

徳教育を専門とするわけなので，私としても何  

か独自のものを掲げてみたい，とにかくアドバ  

ルーンだけでもあげなければと焦りました。そ  

して考えたのが，「人権意識を高める道徳教育」  

というものでした。人権教育を正面に掲げて道  

徳教育に迫るという試みは，他にほとんどみら  

い，国際的に著名な研究者が来訪されることで  

した。その都度，講演会が設定され，われわれ  

所員は集まって講演を聴き，議論するわけであ  

ります。私はたいてい一番前に陣取り，必ず一  

つは質問することを信条としておりました。こ  

んなかかわりの中で，たくさんの研究者の人た  

ちと知己を得ることができました。   

そんな中で決して忘れられないひとつの出会  

いは，後に私の主要な研究領域になる人権教育  

論への連絡ロを作ってくれたものとなる，欧州  

評議会教育部長マイトランド・シュトッパート  

氏との出会でした。スイス留学から帰った直後  

の1979年でしたが，この方との出会いがやがて，  

ヨーロッパ評議会の人権教育や市民性教育につ  

いての研究に，そして現在のわが国の人権教育  

推進の仕事に連なっています。本当に不思議な，  

しかしきわめて幸いな出会いでありました。   

そんなわけで，国立教育研究所にお世話にな  

った7年間は，ペスタロツナ研究を基礎としつ  

つ，道徳教育を中心に教育の国際的動向に関す  

る研究に着手し，少しずつですが日本の道徳教  

育の歴史や課題について研究を進めることがで  

きた，大変恵まれた7年間だったと，感謝して  

います。   

その後奈良教育大学に教育史の担当助教授と  

してお世話になりました。ここでも7年弱の期  

間お世話になりました。奈良時代（？）には，  

日本固有の人権問題であり，抜本的な解決が求  

められている部落差別の問題に直面いたしまし  

た。たまたま総合科日「同和教育」があり，教  

育学担当教官は毎年，3コマから5コマ担当す  

ることになっておりました。私は同和問題が深  

刻な問題であることは知っておりましたけれど  

も，本当の意味では十分にわかっておりません  

でした。ですから，同和問題をテーマに講義を  

することはできません。そこで，この分野の責  

任者である中川喜代子先生と相談し，先に触れ  

た「ライフライン計画」で取り上げられている  

人権教育関連の具体的・実践的な授業プランの  

紹介を中心に，いわば道徳教育研究の観点から，  

同和教育の解決に迫ろうとしました。これは予  

想以上に学生たちの関心を呼びました。これが  
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ります。   

学習指導要領は，「道徳教育は教育基本法およ  

び学校数育法の精神に基づいて人間尊重の精神  

及び生命に対する畏敬の念を，家庭をはじめあ  

らゆる生活の場で生かし，……の日本人を育て  

るためのその基礎となる道徳性を育てる」とし  

ています。これは英文に訳せといわれたらえら  

い苦労する文章だと思いますが，いずれにしま  

しても，そこに謳われていることは，まことに  

しかりということです。道徳教育は，教育基本  

法の精神，学校教育法の精神，これに基づく道  

徳教育でなければならない。しかも，教育基本  

法はいうまでもなく，日本国憲法の高邁な理念  

と精神を実現するためには教育の力にまつほか  

ない，という卓見のもとに定められたわけです。  

したがって，道徳教育が日本国憲法の精神，教  

育基本法の精神を基礎にするのは当然のことで  

あります。では人間尊重の精神とは何か，とい  

えば，主権在民，基本的人権・自由の保障，恒  

久平和の追求を柱とする憲法の根本精神であり，  

直接的には基本的人権・自由の尊重と重なるの  

は当然であります。とすれば，それを育てるの  

が人権教育でありますから，道徳教育もそれを  

基礎として打ち立てられるべきものでありまし  

ょう。この意味での人権教育は，すべての教育  

活動の土台になって当然であり，人権教育こそ，  

各教科，特別活動，道徳，総合的学習の時間等，  

あらゆる教育領域の基礎の基礎であるはずであ  

ります。この点こそ，私がこの20年来，この大  

学での研究と教育の基本として捉えてきたとこ  

ろであります。  

私はこの大学で，道徳教育にかかわる教職科  

目も21年間，途切れることなく担当してきまし  

た。あるときには600人以上もの学生を対象に，  

一人で6クラスの授業を担当しました。大規模  

なクラスで多くの学生に接することは，私にと  

っては非常に楽しいことでありました。もっと  

も，試験の採点は大変でした。成績提出期限に  

遅れるとまずいわけで，採点には本当にあたふ  

たしたわけですけれども。しかしとにかく，多  

くの学生さんに接することは，私にとってはと  

れないと思いました。そこで，なんら実体もな  

いまま，アドバルーンだけあげて，実際には目  

にも見えないほどの′トさな小さな旗をたてて，  

本大学に赴任したのが21年前のことでありまL  

た。   

その後，学校における道徳教育を何とかしな  

ければいけない，そのために何らかの貢献をす  

るのが自分の責任だと考えつつ，今日まで参り  

ました。特設道徳という制度の下で，学校にお  

ける道徳教育がそれなりの成果を上げてきてい  

ることは認めるにやぶさかではありません。し  

かし，本当にこれでいいのか，という疑問はか  

なり大きいのです。例えば，いわゆる心情主義  

的なアプローチの問題があります。子どもたち  

の心を揺さぶる読み物教材を使って，道徳的心  

情を養おうというのでしょうが，それで本当に  

いいのだろうか。もしかすると，これとは裏腹  

になるはずの，価値や徳を何としても教え込も  

うとするアプローチが，見えない形で潜んでい  

るのではないかと思えるのです。もっと端的に  

言うと，明治13年のいわゆる改正教育令以来，  

昭和20年の終戦にいたるまで学校数育を筆頭教  

科として支配してきた「修身」による道徳教育  

と本質的には通底するものが，いまもなお，ど  

こかに強力に働いているのではないか，こんな  

疑問がぬぐい得ないのです。そういうものとは  

抜本的に異なる道徳教育が，21世紀の今のわが  

国にはどうしても必要なのだ，というのが私の  

実感であります。   

それに応えるのにどうするか。そもそもの戦  

後の教育の基本になっております憲法，教育基  

本法に改めて日を留めるときに，教育改革や真  

の意味での徳育の充実を本当に願うのであるな  

らば，まさに戦後教育の初心に返る以外にはな  

い，というのが私の立場であります。その意味  

で，近年，教育基本法が強引に改正されてしま  

ったことは，私にとっては何とも許し経いこと  

であります。私の心には，もともとの教育基本  

法がきちっと焼きついております。虚心坦懐に  

この精神にもう一度立ち返り，これを本当に実  

現しようとする方向で教育を改革することこそ  

が，真の教育改革になるのだといえるわけであ  
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ない，むしろある種保守的でもあるものですか  

ら，道徳教育にかかわる仕事で教育行政に貢献  

することばほとんど皆無でした。   

ただ，1995年から2004年までの10年間が「人  

権教育のための国連10年」に定められ，人権教  

育に国際社会を挙げて取り組むという新たな状  

況の中で，思いもよらなかった形で，社会や国  

に対して多少の恩返しをする機会を得ることに  

なりました。   

この「国連10年」には，当然わが国も国連の  

－加盟国として積極的に取り組んだわけであり  

ます。私はどちらかというと，政府の教育行政  

に対しては辛口の評価をしてきた人間ですが，  

この人権教育への取り組みについては非常にポ  

ジティブな評価をさせていただいております。  

この「国連10年」は，日本政府を動かして，人  

権実現のためのさまざまな施策を進めさせてき  

たのです。   

特に平成14年3月に閣議決定された「人権教  

育・啓発に関する基本計画」は，決定的に重要  

であると考えております。私は本当にどなたに  

もお読みいただきたいと思っているものであり  

ます。なぜかというと，この中で政府は，主権  

者であるわれわれ国民に対して，現在の日本社  

会に存在するいわゆる人権課題を明確に示し，  

その解決に政府として取り組むとの約束を示し  

ているからです。その人権課題には，女性，子  

ども，高齢者，障害者，同和問題，アイヌの  

人々，外国人，等々にかかわる人権問題が，具  

体的にあげられています。政府は省庁をあげて  

これらの解決に取り組むことを，いわば約束L  

ているわけですから，これは画期的な文章だと  

私は捉えているのです。   

この「国連10年」が終わる2004年には，さら  

にこれを発展させるために，2005年から「人権  

教育のための世界計画」を実施することが，わ  

が国を含むい くつかの共同提案国の働きかけの  

結果，国連で決議され，今日，継続されており  

ます。現在も，小・中学校，高等学校における  

人権教育の推進に焦点を置いた国際社会をあげ  

ての取り組みが進められております。そういう  

画期的な動きが現在進んでおります。  

ても楽しいことでした。はじめの頃に，筑波大  

学で教鞭をとるほどの実力がないことを自覚し  

ていましたので，真っ正直に「私はここに立つ  

資格はない者です」と言って，「そんならやめた  

らどうだ」とコミュニケーション・カードに善  

かれてショックを受けたこともありました。そ  

こで少し心を改めて，「要するに自分で力をつけ  

ればいいのだ」と思い直して，私なりにがんば  

ってきたつもりであります。   

私はこの大学で教鞭をとることができたこと  

を本当に誇りと思っています。私が接した学生  

達は，みな，大変優秀でした。私は単純な人間  

なので，授業ではいつも本気になって，とにか  

く直球を投げました。私語は絶対に許さず，と  

にかく真正面から問題をぶつけて，考えてもら  

う。うるさい頑固じじいだと思われるような授  

業をやってきたと思います。しかし，大体にお  

いて，ほとんどの学生はそれをまともに受け止  

めてくれました。促に意見や見方が違うとして，  

反発することがあっても，とにかくこちらが投  

げる直球を，場合によってはデッドボールにな  

ってしまって，後で謝るようなこともありまし  

たけれど，とにかく受け止め，それをきっかけ  

に考えてくれたのは本当にありがたかったです。   

私は機会ある毎に，いわば理想主義的な，純  

粋培養的な原理論をぶつものですから，かえっ  

て若い学生から，「人間ってそんなもんじゃない  

ぞ」，「先生は理想論を掲げすぎる」，「現実はそ  

んな甘いものじゃない」，などと言われることも  

ありました。それでも簡単に引っ込むような頑  

固じじいではありませんので，「いやそうはいっ  

てもね」，とやってきたわけです。そういうやり  

とりのなかで，人間とは何ぞや，教育とは何ぞ  

や，ということを，方法や結論は違うにしても，  

とにかく真剣に考えてくれる学生が多かったの  

は事実で，教師冥利に尽きるという経験をさせ  

ていただいたことを改めて思い起こしておりま  

す。  

私は以上のような立場から道徳教育を考えて  

おりますので，ある意味では非常に鋭角的とい  

うか，要するに円満でも，時流に乗るものでも  
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この流れのなかで，文部科学省は「人権教  

育・啓発に関する基本計画」に基づいて，平成  

15年5月に，「人権教育の指導方法等に関する  

調査研究会譲」を設置いたしました。思いもよ  

らなかったことですが，この会議の座長を務め  

させていただくことになりました。この会議は，  

これまで「人権教育の指導方法等の在り方につ  

いて」と題する〔とりまとめ〕を2度にわたり，  

公表してきました。近日中に〔第三次とりまと  

め〕が公表されることになっております。   

21世紀は人権の世紀となるべし，という多く  

の期待と希望をもって迎えられたわけですが，  

幕開け早々，イラク戦争とかさまざまな紛争で  

平和とか人権実現とはかけ離れた現実がいまだ  

続いています。結局，私達はそういう中で何も  

やることができないのではないか，と失望した  

くなる状況があります。しかし，いや，そんな  

ことはない，と私はここでも理想論を捨てたく  

ないと思っております。本当に一人一人ができ  

ること，あるいはわれわれ教育研究者ができる  

ことは本当に限られております。しかし，主権  

在民，基本的人権・自由の尊亜，そして恒久平  

和の追求というまさに世界に誇るべき憲法の精  

神に立ち返り，これを飾り物にしておくのでは  

なく，自分自身のものとして捉えて，その視点  

から社会を見直すときに，さまざまな課題がみ  

えてくるのではないか。それに取り組むことが，  

対症療法的に即座に実を結ぶとは限らないけれ  

ども，いつか実を結ぶのだ，との確信を持って  

前向きに取り組みたいと考えております。   

教育という仕事は，即効薬にはならない。結  

果が出るまでに，5年も10年もかかるかもしれ  

ない。人権教育をやったからといって，即座に  

いじめがなくなるということはないかもしれな  

い。しかし，それでも，5年先，10年先を希望  

を持って見据えながら，今やれること，今やる  

べきことを着実にやっていく。そのような思い  

で，これからも，微力ながら人権教育の研究と  

教育を続けていきたいというふうに考えており  

ます。普遍的な人権文化を，この日本社会に構  

築することもあながち不可能ではない，と私は  

信じ続けたいとと思っております。   

どんなことであれ，はかない夢かもしれませ  

んけど，でもそれを夢だからといって捨ててし  

まいたくない。私がそうした夢をなくしたとき  

には，教壇に立ってはいけないと自戒しつつ，  

今日まで歩ませていただきました。これから何  

年生かされるかわかりませんが，今後も同じ思  

いで生きるつもりでおります。   

まとまりのない，誠に拙い話をご静聴いただ  

きましてありがとうございました。  

ー99－   
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