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「教育」の諸問題と改革の視座

―誰 もが誇 りを持てる職業 と自立をめざして一

日中高年 (職業能力開発総合大学校名誉教授)

|よじめに

私は1970年に本学会に入 り、残金ながら亡 くなられた細谷

俊夫先生をはじめとして多 くの先生方に学んだが、学恩をりι

で返すような論とも言える今後は 「非教育Jを 考えるべきだ

と述べた ('こ とについて説明させて頂きたい。

労rll者が成厳と誇りを持てないようになった理由の一つは、

その精神を養成する日本の教育に, 理ヽが有るのではないか、

そのIIt本的な解決には教育を忌避することにより人間形成を

=え るべきだ、というのが本論の筋である。このような 「JF

教制 を唱えるようになった背景をごl■解頂くために、f2Nの

キャリアを織り交ぜながらご説明したい。

1 職業訓練と教育

1-1 職業訓練の光と陰

最allの疑川]は、取業訓継への疑 lllであった。19b8年に肌業

訓l継大半狡を卒業し、直に鵬業副1練指導員になったが、l●当

した中学卒業の卿嗽 生は何故に高校生よりもlltく見られるの

か、そして、0す故に彼らも自分自身を■下しているのか、と

いう疑円1だった。

何故かというと、その9年 11の1959詢iに私は■学を事業す

ると北ソL州1で日1‖1見習工としてrlきつつ、定時鮨1高校に迪っ

ていた力ヽ 高校で私とは全く別人のような優秀な一 jlがいる

ことに気付いた。次第にlllるのだが、彼らは北九州の大企業

の養成工だった。彼らは優秀なだけでなく、自信を持ち、し

かも品格もあった。そのような養成■と比べると教え子の訓

練生の意識の資困が情けなくなったのだった。このことはわ

が国の社会に奎延している職業訓級への軽71、ないしは及視

の表れと関係すると考える‐ 。

やがで研究生活に入り、 1し 0の 「肌業訓練に関する勧

告J(31が 何故に日本では理解されていないのか、と疑間が

出てきた。同勧告の重要な点は、戦業副1練は学校でも行う事、

また、肌業教育は鵬判 1練のための基礎だと宣言している事

である。アフリカ女l■指導員から受けた 「どうして日本の学

校は職業訂lr●をしないのかJと いう考えた事もない質問の意

味はここにあった。

上の勧告は職業訓練に関して最初であり、その後新たな勒

告や条約が出ている力'、基本はこの勧告を出発に発展してい

る事である。llえば 2004年の勧告 「人的資源のPxl発に関す

る勧告 (195号)Jに ある 「あらゆる学習Jと は迎ればこの

57号勧告の定義に戻るべきである。このことは、尾高進等が

訳した、1989年のエネスコの 「技術教育及び職業教育に関す

る条約J `1)の 「すべての形態及び段階の技術教育及びlll業

教育Jの 「すべてのJに も適用するはずである。

ILO勧 告のような制度構想はわが国では確立せず、ます

ます教育と職業訓線が離反して来たのは何故だろうか。ただ、

上の●|‐号勧告の精神|は、戦後初期には労働省も認識しており、

lllf133年に 「職業訓練法Jめ¶1定される以前は国際的な鮨1度

理解だった (5'ことである。

さて、日本語では同じ職業でも・Vocatlon・は天職であり、

ll・業から指定される・Occupalon'とは意味が異なる。つまり

'Vocalona Training・は天職への自動努力と解すべきだが、

わが国ではそのような認識はなく、年事訓線や人の訓練のよ

うに認識されていると思われる。

隊 育」と 肌 業副練」の

'H語

について調べると、戦後労

働関係法では 「教育Jを lt用していなかったが、 「教育つ|

繰Jと いう言葉が 「口1民所得倍辮 「画Jに 使用されると 「イ

用保険法」に初めて 「教育訓練」を用い、学校制度での職業

訓線の実施を認定するようになった。つまり、労働閃遮行政

は教育を認めたのである。一方、教育関係法では日経連の強

い要望で改正された 「技能辿推,1度」力
'あ

る (1)が
、この側

度は後にIIべる教育川1新委Ft会の姓議とはllt本的にヽなり、

あくまでも高等学校のよ■を
~l拠

にしたlll位認定であった。

1-2「 教育」への期待から疑問ヘ

私がJJIFFの鵬業能力lT総総合大学校研究センターの前ンで

あるPII査研究部に誘われて研究生活に入った当炸の、私の教

育に対するlJl待は一般の人よりも強かったといえる.最 rllに

購入した中の一〕『である宗像誠也編 『教育基本法Jの 扉裏に

隊 育の立場より職業訓1線を見直そう !!」 と書いていたこ

とに最近気がllいたのである。

ところが、ある教育関係学会で 「労働者教育Jと いう言葉

を聞いて直ちに拒It反応がt・・きた。このような反応は、私の

キヤリアにあった、と思われる。つまり、印lll見習■として

働いていたことから、労rllttlll精枷が備わり、その意識から

の直感だったと思われる。見習工であるため工場の人 ある

いは会社の人から様々な仕事を教えられるが、このようなIL

事を学ぶことが 「労働者教育Jと 考えていたのだった。

「労働者教育Jに 疑間を持った事は、特に職業訓練を研究

していく立場から次第に 「教育Jそ のものに対する疑間にも

なってきた。あるいは、 隊 育Jの 説明そのものに疑間が出

てきた。そして 「教育」を信用出来なくなった決定的な言葉

がある。それはある教育学研究者が職業司1練大学校を修辱し

た発言 1')を知った時だった。
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2 教育学の欠落視点

戴業訓練の研究を徐々に始めると その任から 教育に関

する力澪裁も少しずつ人って来た。 しかし、同時に次のような

疑問も増えた ｀.

"教

育を司る省が何故に教育省ではなく文部省なのか。当

然、文gЬ省を'Miilistry or Educatbn‐としていたことも理解

け|スない '。 また、教育する所が何故に教校ではなく'′校

なのか。

(2)1教育Jと はl171・、明llでないこと。■要なことは、

「教育Jと 'Educalon‐との定義 llL念が全く共なるという

こと'い。'Educa●oll‐は 「能力開発Jが 旭tJ」であること。 1

1Jが使用している 「教育Jの 言葉は日本からの逆移人絆|だと

いうこと  。

Ⅲ映口,「1本 の十空Jて ■ された鈴木安茂は■く|1仙1さ

オtている ●にもかかわらす、鈴木が起l・しマッカーサーri

案のrt要なIItrとなった 「憲法Ⅲ案要翔J 印では 1教イ,|

の i人のり|「し力`ないこと力`知られていないこと.

11「 1本国憲法J tti談のlll‖で lr々本惣―が ,った 1教

育を受ける権利ということが柿利の内容になるのか |と 夕,ll

円l lが 全く紹介されていないこと.

15(ll:Qの‖11教●基本法 |″tには,7条 ● 1イ:が欠絡し

ていること■
'力判円出にさオtていないこと_

.611本教戦It悧1金の取来.■組への対1きは
',`ヽ

が進むと,工lⅢ

した。つまり 戦後lll,明には取Xl,4(公
'1取

来調無)ヽ'技

能ィlYI成(企業内i誦組)へ の■路指導がlR概さItていたが

1“詢B3年の 1収鶏■練法J01,L以後はII個が,近になること '

7■
'ι

椰久の 「教育■本法 |の 意味づけであ/.1教 ,Ib‖:

のコill I義教育の反●を路まえてつくったのが教,基 本法で

す。 | ■は11しくないこと。また  「教育 |は 本質 /Jに統

制的機能があり、 1教 育 |で 1統11するのは■くない |とい

うのは命理オ■であること. 1教 育 |を出17Fすること力̀  規

“

1をする!1'そのものが教flだ というイiルt東京|`匈11の力 ,
中 や、条

"」

で教員の教育,占動を組ろうとしているIrl卜大阪

イカリ1の i教育■本条例 1案 によれること,

教育は人然自然に成●したので1まなく り胎 政llFの1 日ヽm

兵 /1(産興業の政策と一体となって拡大」ll化されてきたので

あり、さらに教育は 「教育lu語Jで すられ `じ展してきた,

11故なら、今日の 1学校■本法 |に lH当する1,711の法御Hまり∫

冷5年 に制定された 「学伸lJで あり この法御tは

'109'社

の

中 隊 育Jの 言葉は桐〕定lllに2 11 ttiF迪珈|されても 1ヤ|

増えて3個 であった。 「教校Jで なくlj故学校なのかの′I

は、 1学 ル1序文 ,に よると 「子 |と は 「がくもん|で あり、

「学

“

lJと は 「がくもんのしかたJで あり f7■って 1学技 |

とは 「がくもんじょJで あるという説 llから月確である。

この学F・3が今日の研究的な意味としての学円1になったσ)は

"治

19年であり JⅢ、明治初期はh沢 諭市の 『学円1ノスヽ

メ1の 「学問Jだ った。この |がくもんJは

"治

初期までは
‐
学文Jと 書かれていたのであり 学文の省であれば文部省

とすることに不思議はない。つまり、JD治初Itlは学,1のため

の文部省と学校であった。 「学lflJは藩校ではなく0子 l■kの

観念を受け継いでいたと言えるのである.

しかし、 「学制lJの学l.lは「教育令Jに より教育に変わる.

教,が 政治lJに金場するのだ。ところが文部省の名はそのまま

lt'Hされ続ける,,中,を 変えたにも関わらす看板は前のままに

変えないという事は わ証 詐称である。許称の文部省に疑問

をヽたないのは、日本人が 「教育Jに |"籠されているからた。

ちなみに、教部省は

“

I祗省の改称名として使用されたように

1教|は宗教を急1米し、 1教 部省Jは ,え なかった。

さらに11旭は 徳育について論した勅語に 「教育勅託Jと

名llけたことである。庶民は 「学|‖Jと して理解していた ド

で、■●に関する 「教えJを ll tl的に 隊 育Jと lT17させら

れたのである。この 1教育効卍;|の 命名は、当時、文部省廃

11論が

"、

まりつつあった‖t論に対する文部省の強化策に11月1

したと″えられる。

その に、・Educai】1・についての訳語の川題がある.当 初は

Eduratおn'には様々な詢ヽが当ていれ、 tl治 前期までは統一さ

れていなかった.文 部省でさえ月治6年 に 1教導調 と訳し

ていたのをり,F口lイ|に 隊 ●論Jに

'Ⅲ

化したのだ ".ヘ ボン

|ユ,■ 「和1人7:林llt成1を 発行しているが、第 1版 では教市

を取り「げていない。また ,21阪 で
‐
Educoll沿・を取りLげ

てマ,教了,という″ヽは無く 第3'板のコ(で 「教授J 「教潮|

「イ「●てJの 次の41F11に 「教育Jを ,`てていた●■,ヘ ボン

は仄ととして,本 人の忠者と対活する中で編jIしたので、ベ

ボンの辞J卜は■11 の゙‖会を反映していたと :ヽえる。

そのような社会で  1教 育蛎 111定英″ヽJ力‖ さヽれ llK lllは

タイトルは11けらオしていなかったが、 「教育Jに
‐
l〕duoll■1‐の

訳,離を与えた ″ことにより、今llのような
‐
I“ucallm‐と 1教

,Iを ,1■とするl本 lFl裡念が定着したとIえ る.し かし 外

‖人411ヽ 派員のなかには 「教育鋤‖Jの 紹介IE llを

I〕dnca“Irをltわずに

',い

ていることも注!コ tる。

教

"は

近代化にl●れた働きをし 教flの政治性を認めるも

のである。ただ 敦命は■lF強兵のための人ll育成としてト

家による教育となった。その結果、

“

産興業に成■lJし肛l●第

1の率
`者

人いになった。そして、 1教 育 |か ら統11的な本質

をりl,し 1,ない。 「教FI J力続 制的な本質を持っているり1に

ついては 教ll.会ltであった1崎 正和でさえ認めている。

「丈り1としての教育J り・は、教育が文化になっていないと

,う自成を表しているのであろう。この「‖題は若いll眈者ヘ

も,た及する11能‖:がある。
'■'1実

氏が危惧 している聖
“

よう

に、教

",を

 持すり生が 「教育するJと いう意味をιえずに

実FRするlr能性である。 1教 育Jヤ 「教えることJが  創造

円:を抑11することになるのは必然である。0し ろ、創造力の

り‖発こそ求められているはずである。

しかし、 「教育Jで は■に国民の 「働くことJへ の支援に

ならず、sdf rOntrolな自律ならまだしもindepelldentな自立

を保障するJ'にはならない。なせなら、 1教 育Jは 自らの欲

求によって学ぶ+で はなく 就きたい職業を学ぶ欲求とは異

なることを教えられるからである ●■.

以 Lの ように、 1教 育 |の語源 概念、その統制性の問題

により 叫 教育Jに 至ったのである。つまり、 「教育Jを 忌
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達して 「非教育Jで なければならないこと、非教育による人

間形成を考えるべきと思うに至った次第である。

以L、戦前のP●3用を批判して来たが、例外として再検ilす
べきliもあった。それは、福沢が 「教育は穏当ならず、発育

と称すべき」と言った ■|こ とだ。稲ツくの 「発育」は 「教育

勅語」決発を7・測しての批判でもあった。しかし、時代の流

れはth沢を無視して進んだ。 「発育」に関する評価は戦後に

も注意深くなされていなかったといえる。

なお、 「発肯Jの 文字は明治24年の 「小学校教則大綱 刑

科」ゃ lrltt16年の 「国民学校令Jに 使われたが、それは動

相物や身体の発育として用いられ、福沢の意味とは全く異な

ることが解る。

また元木縫先生が、ルソーの・ЁducatiOn N`gative・を 「lll

拒教育Jと 訳して来た事は意味不!明であり、 「非教育」と解

すべきだ、と指摘されている r,ことは明解である。そうで

なければそれまでの賛族の・Ёducalbn・ではない、庶民の子
のエミールを「多くの徒弟になるが■いJと して、「載人を
養成するのでなく、人I則を養成するのだJと した意味を解釈

できない。ルソーの・Lduca!iOn NIL・・tive・は 「』:教rlJと卍(

すとエミールを■く到!解できる。

3 陽 くこと」をお題目にした戦後教育

では,戦 後Ix育は戦前のlll題を克

"‖

したのか。残念ながら

職来詢組からlLるといくつもの労働‖1埋、職来円I題を残した

ばかりでなく、新たな「1電を派
`Lし

たと:iえる。それは 「働

くことJは 人■だ、として■棚にLげたのだ。柳 Lげされた、

rt2後教rtの■要なPり赳点を以下に紹介したい。

その外…は 隊 育勒111を公●しり,治教子を用算せずに

「|1本に1憲法J、 「教育ヽ本法Jを ll定したことである。つ

まり 「教,勁 〃ヽ1の教fl細念のままで教育綸を椒ったため、

戦後の 「教,J綸 には限界があったと言わぎるを得ない。特

に、 「教育勁:・・」を爬後も守ろうとしていた政治家、1等僚、

研究者がいたことを見逃せない。戦後の 「日本国憲法Jの

“
議の時に、社会党議員でさえ容認していたのだ。マスコミて

は教育論は皆無であり、 「口1体J、 大ll11のな廃が関心の的

だった. 腋 育勁IL」の失効確認は、cHQの 場摘を受けて

ようやく昭和231:6月19日に国会で決議したのである。

堀尾が強調した 「教育勅語」の反省に立って 「教育基本

法」を制定したというのは上しくない。このような基本的な

ことを誤解していては教育論がJ:しく発展することはなく、

まして
｀
Educati【)n・の精神はツベないといえよう。

第二に、マッカーサー草案を無視したことも工しく知られ

ていない。マッカーサー草案の第22条では職業の選択と学問

が並列的に記されていた お
'。しかし、 「日本国憲法」では

学P3と我業を分離した。このことにより、学問を生業とする

大学教員等が、専門の研究と職業とは関係ないと考えている

といえる。しかし、マックス ウェーパーの 職 業としての

学問J 'かを無視したのであり、このことにより今日問題に

なっている大学の教養主義的 日本的教育観を形成する事に

なったといえる。

第3に 「勤労」の尊重である。 「勤労」の学校における使

用は、昭和2年文部省訓令第2tけでありm、 労働問題を扱う

社会局よりも早かつた。その目的は 陶 労を重んする習性を

養Jう ことだつた。なお、 「日本国憲法」審議の中で、 「勤

労」を森戸辰男力IJt判した
“
●力'、森戸の意見は全く無視され

て憲法に規定された。 働 労」の英訳は・I・llrk'であり、GH

Q力`「動労Jの LI題性を理解出来るはずはなかった。

この 「動労」は労働関係法に使われなかったにもかかわら

ず、 「教育基本法」や 畔 校教育法Jに は使用されたのであ

る。そして 「動労体験学習」だ。 「勤労の尊重Jに 森戸の言

葉を借りれば 「天皇に本仕することの尊重Jと いうことにな

り、そのよう/3・辮|「を指導する・lIであり、「1立のための、

「働くこと」を目的にした教育ではないことは明白である。

第四は、 「ll本にI憲法Jに 「教育を受ける権利J力'規定さ

れ 詐もがこれはヽ11"だと思わされて来た,で ある。マッ

カーサー卓案にはただ、義務教育の整備が■起されていただ

け 卿 であり 「教育を受ける権利Jは
"1ら

かに11本人が規

定したのである。この 「教frを受ける柿利Jは 憲法改,FのI‖

会で同粋I義 者の‖‖lll厖だけ力̀ llく
Jx持した。山口1党案に

は明治憲法と,1様に 「教flJ力̀ 無か
ったが、rl‖1党も政J:案

を置めるようになったのは‖11口1の・17j散・だとitえよう・“。

堀1`椰久の 「義務教rrJに は

'を

受ける権rlJ,合のPl崚

力■91111に、かつ簡潔に幣理されている」●。新装版が口Iるよ

うにこの著作は版を爪れ、40年以上も教●学の学従は過ちと

勝手認みを教えらitて来たと||える。州
'`が

強調する 「教脩

を受ける柿利」は 「′F″柿 |のための教fIであり、 「勤労

稀Jを 無視した0に なる。ところが、 「lll界人補,i rJや

「橿済的、キI会的及び文化的楡利に関する}"際既約」 (人柿

几約A几約)の ・Educat lln・への権利は労働権の後に規定さ

れている。加′もの綸をも,"すれば 「11界人柿iti:Jや・人権

規約A規約・の・Educathn・への権利は労働柿のために規定さ

れていることになる。そして、射だが強調する 「教育を受け

る柿メリJは 「‖:界人権| 1ヽ,Jにもなく'け、ツビエ ト憲ユに

もない lll。ソビエ ト憲漱の奥llは「11罪人権■●Jと ,1様

になっている。

そして、 ドイツ ニュルンベルグ市の人権l■に刻まオtた

「教育を受ける柿イリJの ドイツ語訳は
‐
RECHT AUF

BILl)UNC・である。日本政lrF公式英訳の・receive・はドイツ語

で・bekommen・であり、・aurではない r。 ちなみに、日本

の教育学で 「教育」は・eraehung・と紹介されているが、
`bndunJが4tわれ、この点も異なるのが注日される。

さて、憲法審査の秘密会で佐々木惣―のみが 「教育を受け

る権利」に疑間を見したが、憲法lu当大臣も、文部大11も何

も応えず、また、他の委員からも関連質F4も出ず、政府案は

次々に会議をクリアーしていき、今日の憲法になった。つま

り、佐々木以外は 「教育を受ける構ォリJの 問題性を全く理解

できず、 「教育物語Jの 日本lXJ教育精神で考えていた、と言

える。 「教育を受ける柿利」を極言すると 「教育を受けて奴

隷になる権オ」」となる。奴隷の主人は今日の 「日本国憲法」

の下では 「同」である。国は民主的選挙で選ばれた政府によ
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り組織されているため、その奴隷でも良い、という論理であ

る。米たしてそれは正しいのだろうか。

また GHQが 参考にした 「憲法草案要綱Jで は 「教育」

が忌避されていたことが全く知られていない。鈴木安蔵は

「戦争|の言葉を忌避すオtば戦争を議論できない、と考えた

ために平和憲法の案だと賞賛されているが、 「教育Jの 忌避

も11様に

`え

るべきだといえる。しかし、 「教育」を思避じ

て

"“

∫に人間形成をするのかが問題となる。そのため 「憲法

●条要4H Iは労働権を極めて重視している●い。労働能力を

修40するために基礎 基本の学習を保障すべきことは当然で

あり 労働能力の習得で人間として完成する思tHだと思われ

る。これはルソーの・Educatioll N`gative・に通じるといえる。

第11に、 「普,こ教育Jの 信本がある。 「日本国憲法Jに あ

7・| イヽ通教●|の場:案は 「ll■教湘 であり、この 「初絆教

すJと ,1時に1コ1されたのが 隣 あ教育Jだ った。初‖教育

を 「え務教育Jに 訂工したため、後ろの 「初+教 育|を |,r

力

`教
r,|に した、 という経過がある。つまり、 「,Fll政■ |

の 1ヽは戦11もltわれていたという11わしな,1口]であり、 「rl

■教01を l,11するためのll随

"‐

liFであった。

ところで、迎ると 「普通教育Jの 川I′iが711めて入れたの

は■■では

"l中
不 1麻|'1による r理11'17j●:』である・Ⅲ.じ

かし、その意味は今llのような理解ではなく、り,らかによ贅

教●lrlな意1木としてllわれていた。では この 「半地教育」

はtrが,希lFであったかと迫究すると フルベッキが大限
'Rll

と,I“,t lllに捉

“

Iした 「プリーフスケ ッチ1に 出さオtた

¬々、スlar Educatt】l・だった。しかし これも今|で は |,`地

教了,Jと ″ヽされ D ‖1題の本質が兇えなくな‐,ている`,
■0)u"r Educatk】1‐を,j故に

"l中

は 「平逝教育|と したの

かが口1巡である。メロ|は(1,「1(衆Jと か 人民|の川II,は政

イfの公式川計,にはタブーだった可
'(|ヽ

アメリカの1 来ヽ教イ,と

本の学校の 「学円IJは実質が共なる!〕1 ■があったためと

思われる.そ のため、アメリカにいた割i島■と‖H炎した紺米

が 「ヽイ通教育Jの ,人のll,作だったと思われる  .

また、 「,7通教制 に関しては、フンボルトのい,イ1喘の口,

検|すが必要である。■々木■―によると、り1治のわ力■‖教市

の参ιとして学んだドイツ (プロイセン)に おける教,と 教

十学のjl l解は、重要な佃1而で誤

"子

が有ったといえ/.ようだ
‖,そ オtは 「-1受Itl冶J概 金の誤解であリ フンボルト

の■倫は概業教育を否定するものではなく、人口1形成を意ⅨI

していたことにある。

,ノ、に 「教育の機会均等Jの 矮小化がある。これは 1教

了i基本法Jの 問題である。鈴木安蔵は 「教育基本法J SIlttr,

後に |‖l題を改iEすべきJと 提案した 。。その理|"は、ど

うにでも解釈できる曖味な法は為政者に利用さオ■国民のため

にならない という意味だった。

駆業軽概の問題について GHQの シェイは第1条を 「教

,は 、人間を特り1な職業の訓練に適合させながら その職X

の杵内で優れた個人ll」、社会的牛活を達成させ易くする精市

'、意よ、感情について修養を分かち与えることを目的とす

る. |と提案した●・力ゞ シェイの
‐
Education'の目的論は

本の 1教育Jの 日||とは異なるため 文部省は無視した。C

HQの 提案を1巨絶したという面では堀Ptが主張しているよう

1こ「教育基本法Jは アメリカに押し41けられていず、日本が

独自に制定したのであった。

ただ、第7条 の 「勤労の場所…において行わオtる教育Jに

ついて論した教育扇1新委員会の第13回建議 「労働者に対する

社会教育についてJは
‐
Educallon'的発想で建議された。延

談では教育の機会j4j等の趣旨から企業内罰練の訓1絆生に高校

の資格を与えよ、と提起した ■■事が注目される。

この建議に反応して労働省は全での教lll日の時III数を35時

IIの倍数で設定した企業内副l練の基準を,iボした H“.こ れ

は、高校の■位とのII算が簡単になるように考慮したためと

思われる。しかし、文部省は技能者養成所は高校ではないか

ら ,llは11せないと11絶した。このことについてlli 本々岬測|

は日本の 臥 育の機会均等Jは 叶 校11■内だけの教r)の撫

会IJ,Jだ とll 11した‖
".I ⅢO昌甫先41が企業1教イ,も教

すだとした ‖|ことと関係していると思われる.

なお 今日の新 1教育基本法」では 「助労の場,'i…におい

て行わ,tる教育Jの 条文が削除されたため、学校と凧業胡融

との1支後の1足14tとして11能性があった第1311建1機は全くll■

味な・11旅文薔
‐
となり、学校と職X訓 絆の知係は教rillから

選出,されたと :える。

「教●基本法Jで 注11すべきJ`にGH`oの 第7条 英″(丈が

ある。CHQは 外7条の第 1■を全くtI祖して失″(していな

いのである。つまり、第7条 は第2項 のみしかJ(さす アメ

リカに報告しているのである。この
'1‖

!は、1本 l::のI It会

教制 の・故(11 lmtcat10n・はアメリカになく 社に
‐
Eltで‖k,l‐

との概ン )述いにあるのではないか、とIll測している ●。

以 「のように、 「教育lt本法Jが 切ヽ高化されている側には

イ劇

'1な
点がまたまだ多いといえる.

M本 述人は 1教育基本法Jは 「不席の人典として物制化す

ることではない |、 「絶対iF. II聖不1,侵社とはll"メ|と ,,

っている 悧●。また、高橋

`哉

は 1教育I本 法Jは アポリア

を■んでいると,7っている ■●力ヽ 高橋の論は法解釈学にし

かllこえない。もっと、失成の立場からの検計」が必要だ ,た

σ)ではないだろうか。

文‖
`省

は  隊 ,■ 本法Jを 政工する■に、フランスにも

1教●よ本法J力:あるとしてホームペーンに″1介していたが

フランスの法は 「,じ力開発方針法Jだ といえる ●い。また

堀1勺逃夫等は
‐
droi a r educatk)n'を「教f●への権利Jと 」ヽし

ている ■●が それを文部省は頑なに は 省を受ける柿利」

とJ(している。 隊 育を受ける権411Jは文部省の鉗の御

“

(に

なっているのである。

重要な事は、わが■の 「教育基本法Jに は無い理念をフラ

ンスの法の第1条から読み取る事ができる。つまり、
‐Ёdu

cat lln・は社会参力「への権オ1であり、就業への権利を保障する

ことが人事だとしていることである.

最後に、 「キヤリア教育Jも 戦業教育重lllの本質論からず

れていることである。

斎藤挫次劇
`先

生がj■べられている … ように、キャリア教
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育は 「職業教育を矮小化Jし ている。賊業教育は 「キャリア

教育Jに よってむしろ混乱するのではないかと思われる。こ

のことについては佐々木英一も 「新たな態度主義、勤労主

義Jの 再発を危惧している い 。 「キャリア教育Jは 中教審

での定義が出ているが、利用者で極めて多義的に使用され、

理解も多様である。そのような言葉で今後の方向が定まると

は思えない。例えば、70年代の・Career Educa●on.は生涯教

育としての意味でありい枷、当時は英語の読みをそのまま

「キャリア エデュケーションJと 片仮名で記していた。

「キャリア教育Jと ・Career Educathn・は同じではない。

4 ポス トモダンのための 「人間形成」

4-1 今日の実情

明治12年の 「教育令Jか ら追求されて来たわが国の教育は、

富国強兵のための人ll養成の教育だったといえる。そのよう

な殖定興業のためでは人が人間らしく成長することは困難で

ある。HF強 兵から 「人間復興Jへ のパラダイムシフトを目

1旨さればならないと考える。

鶴見俊劇Iは教育の問題を認め、 「教育Jの 再定義を提起し

ている ｀
"が 、そのような事は不可能であり、

'可
能としても

"定

義は為政者のLHうつはになることは明らかだ。

襦沢論吉は 隊 育ははなはだ穏当ならず、iし く発育とll

すべきなり」と主張 した。鈴木安肛は 「教育Jを 思避した

「憲法草案ソ綱Jを t・・卓した。佐々木惣―は 隊 育を受ける

権利は権利の内容になるのかJと 疑‖1をiし た。そして、水

六期Iは 隊 ■にかわる言葉をつくるべきJと 主張した。

永は 「教育は 「上からドJと いう方向‖しか持っていませ

んね。Jと も言っている 咄|が、これは教育をll嗣で 「教育

するJと した場合、lLfl訂1の川法しか無い41を言っている。

ちなみに、 「訓線」は動11にすると、lL動詞のlLに自動11も

ある。

「教育学Jの 原語とされる・Pedag)夕
‐
は、 「子つtを導くJ

と言う意味の合成語であるが、漢字の 「教育学Jに すると

「導くJと いう意味すらなくなり、水の危惧が敏ける。 「教

育」は日立のためではなく 為政者の方,卜にltう事になり、

「教育Jで は職業への誘いは困難となる。詳Lもが社会の枠に

囚われない 生きていることに自l・を持てるように あらゆ

る職業を誇れるようにするための人間形成が必要である。

「教育Jで は日立を否定し、個人の想像力を生む力の発達

を抑制する。個性と肌業を尊重する自立した人の形成のため

には教育を息避すること、即ち 叫 教育Jで 考えるべきであ

る.た だ、非教育では近代化のような経済発展は望めないか

も知れない。

このとき、五木寛之の 「下山の普学J ")が 重要だといえ

る。そのような 方向を考える参考になる例として、ltlえば

デンマークの非原発の風力発電の社会のための職業訓線を含

めた人間形成 ■0が 参考になる。

次のはは、教育と訓1練について、立体的に比較した図であ

る ●■.簡 単に.17明すると下.Eのようになる。

① 外枠の二重線は それぞれ「教育Jまたは「職業訓練」

9

教育と職茉剛棟の営みに関する奎理

?

教育    1    職業訓練

職業籠力開発

教えるヽ学´ヽ

((し動詞| (自 動詞|

訓練するヽ搬 する

指導するヽ 練習する       |

潜在能力を開発する

政策

法令

制度

実践

を表すが どちらの線が 「教育J、「I・際 訓練Jを 示すかは

人により異なる。あるいは同じで一重である、とする論も

有るだろう。または全く異なり二重線ではなく0の よう

に区分すべきだ、 とする論も有るだろう。

② 区分線から上の段は、行政的な権力行使の内実を表す

が、下の段は実践自0な man to manレ ベルの方法を表す。

クラス運営をどちらに入れるか微妙となる。その区別

は教師 指導者が上意下連で運営すれば上に、生徒の立

場で運営すれば下段に区別される。

実践レベルの他動詞 自動詞は訓練の内実に両面があ

ることを意味する。

③ 区分線の左側がいわゆる教育の領域 右側が職業副1練

と言われることを示すが 実践のレベルでの区別は無い

と言える。

教育と肌業副1納とでIjが異なるかと::えば、わがいでは政

策レベルの鮨lltが異なる、 と言うだけではないだろうか。″1

え|ざ:に語で見ると、 ・VOcational Education'と'Vocalbnal

Traning'とでは殆どllたような説り1になつている。

すなわち、教育の現場、肌業訓靭の現場である教■、実習

場で展開されている営みに、方法IIJというが、人lll形成の意

口としては差がない、と考えられる。つまり 学校の教1市も

職業副1繰指導員も生llや受証生のiL力の向 H(開 発)を 期待

して指導を担当しているといえる。

4-2 「日本国憲法Jの 問題

以上のような現状を総合llに

`え

ると 今日の教育のF・l踵

の根本には 「日本国憲法Jの 「国民の権利と義務Jの 条項が

正しく整理されていないと考えるに至った。その改正案
“
■

を次に示す。

第 22条  すべて人は 健康で文化的な最低限度の生活を

営む権利を有する。(以下略)

第23条  `可人も居住、移転の自由を有する。(以下略)

第 24条  婚姻は 両性の合意のみに基づいて成立し 夫婦

が同等の権利を有することを基本として 相互の協

力により、維持されなければならない。(以下略)

第25条  すべて人は 労働し 職業を自由に選択し 公正

かつ有オ1な労働条件を得、及び失業しない権利を有

する。
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人の職鶏 ヒカを維持 し 向上させることは 国が保障

しなけIIばならない.

第 26条  労働者の団結する権利及びその他の団体行動を

する権禾1はこれを保障する。 (以下略)

第 27条  すべて人は 法律の定めるところにより その関

心に応じて学習する権利を等 しく有する。

人の保護する子に国は学習を受けさせる義務を有す

る。 (以下略)

第 28条  学問及び芸術の自由はこれを保障する。

政li案の考え方のポイントは ば,4イr権を支えるのは労働

権であること 労lll権を文えるのは学17確であるということ。

■1学‖サ1よそれらの「民の3人権利を支えるためのものでなけ

ればならないことである。このような川念で、 「教育,:本

法 に代わるフランスのような 1人|‖形成ガ,法  により

, の学桜教育と批業能力,4発をrltOすべきであると考える。

このように平川1すれば 「学校から‖会への移行Jな どと

いう。

`然

σ)ことを大メiで,iう必要はなく、r然 のi命理として

'′校での学キマが力IIIされるとιえる.

水皿イの肌業|レカ‖1発は 当然 労lrlMの保障として行わ

れるのであリ セーフティネツト論のようなネガティブな救

済,論としてイ∫わオしるのではなく 「11 ′ヽ)桁不Jとして受けるθ)

た という
't迪

認1餃が■まれるとιえる.

4-3 「■ルゴナシーJの 構想

1薇後に、Wiたな人1l l12成llのためにιえた |■′レゴナジ

ー1論をす

“

介したい。
'ヽ
本の外 は 'ど もの教●学と人人の

成人教r,学が,「ィ′していることは |′L,1学WI叶 イヽに0「せた

lyt、命にすべきことでル,る.人 の形成は ,文IIのll究のように

パ‖分化するだけでなく、 1教イ,十1と 1成人教了ヽ学|をlt合し

なt}ればならな。、 しかし 1労 ll′教●1ではない 労llイ

としてr、′するための翅■ 1え助であるべきである.

そこで lrり tを導く|の・『'〔dag〈)gy‐を,こならい 「イIJi

を
'い

く1  11'ちo「g+・鳩og01、・‐
‐
I〕くGONACY‐とした●■.

この原,イIの意味は 「■11学Jで ある。 「エルゴナンーJの 定

義として 「一人ひとりの自
'の

ための皿業を 指す十ヤ

`を

投

1カする活動|とする. 本
"i訳

は 「
'肛
業訓納十1バ'「皿能形

茂十1  1職ギ,学|とも ,っている.エ ルコナツーを■けて、

アフリカではより利(本1,な「,市 J力狐 要であると,tlLされ

た■ .

エルゴナジーの権利‖tと して次のように考えている。

また、エルゴナジーのカリキュラ′、構tを 次のぼのように

考えている。

■健 基本的な学習杓容と Щ業へ迪じる●容のよヒドが反

1伝して行くべきだと孝える。大学では般業にtlllする内容が

人十であるべきとιえる。

エルゴナジーの方法i命は,十に新たな:|'を必要としない。■

成の場でのリカは 「■ ll・の教n'を除けば rと もtL 受■

汁′)lll:能力のrJ L(,1`ざ)力 今` も辿求されているからだ.

また、大学での■みはTiahingであると

`え

る・Ⅲ.そ れ|よ

先に

“

I介した山jlJ市,としてであり 大学で・l1lyt・lJ イ
'「
究r的

11動は学′卜が 1体1,に行うべきであるからである.

カリキュラ′、と方法とを 体的に考えると ‖会に近´

'く
はど皿米脚練r●になるべきだ、ということになる

ただ 以 1のようなエルゴナシーが成立するための条倒:/1

必要である  ブ́は、■の

`‖

|′11,tiのm● である.■,辿|[の

i ll′)ように‖|‖とは 1地裁rLI〕:|[|である ・いとの理llが

必要だといえる。 1つ  の条件として ,tに IW米 にりil梵無

し|の|1会にしなければならないことである、

共に 1個1411,111の‖会になれば 先すは村″1のイ「りiを尊

ふはずである.つ まり、 3K 5Kの イI Jiであ ,ても、 IW

業にrt収11しJで ぁれは給十は,Iくなり 体‖1はきちんとjR

れるようになり rす からそ′口よ楽しい■1'になるはずであ

る.楽 しいイ[:サiは1ヤにイリ意になれるイ「Jlになり 人′卜に自11

を|いてるようになるであろう.5Kと  ,われてイ[:,「がntオ,れ

るのではなく 
‐
イI'11は5T′ )社会になるはずである。する

と、エルゴナジー製の社会になり それぞれの ll業でベテラ

ンが市ち、産業の■J「もⅢlまり 学,ドにより人を■り,するよ

うな観念はじれられるであろう。オーストリアのコ1練■千当

はレンガ砒訂1絆生が1,もらいことが参ιになる.

なお 濱 ■―賣|が

“

Íしている ・中ように わが日の労

働力係法お1はショブlllだそうだが 社会的に現実イビしていな

いli旭がある。資口は今回のメンバーシップ型r'1制度をジ

ョブ
'"凧

用11度に変えるべきとしている。汽「の言うメンバ

ーシソフ型雇用をジョブ型FE用社会に転換するためには エ

ルゴナジー観が必要になると.nゎれる.

(注)

(1)II稿「リト教育の論理J元 本健 |口H・高年編著「非「教育 い

論理』班石書沖i20∞年所収.

(2)拙稿「日本人の人権意識における趾翔 1練観Jrオ 業教育

lERCCNACr● 力

'=ュ

2● 薔想

エ
ル
ゴ
ナ
ジ
ー
の
位
置

エルゴナジーのlr.●|は学L・権と職業訓練確を

利であると考える.

体にした権

|111,■.、
●/1N学後● :■|

t■■ ● ■● サ1■ ■ 11
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口中 「教育」の諸問題と改革の,座

学|■l究J第30巻第2,2∞ 0年 7月 .

(3)RECOMMEN])ATION No57・ Recommend llion

Col〕cerning VocatioilJ TrainingI IL0 1939

(4)J中 喜美編「国民教育におけるテクノロツー リテラシー

育成の教育課程開発に関する総合rl比餃研究」文部竹

"[学研究費補助金研究成果報告普 19%■ .

(5)「職業訂1練行政の体系(肌業指導を含む)J、口鵬業安定広Ⅵl

l臨け増丁1)』昭r128年10月では、「ll業訓操体系 にγ:投皿

米教育等を含めていた。
(6)望月祈太郎「高等学l・●技能辿協ll度のlyl ll.』、外一法規‖|

版、lll和43年.

(7)化々木輝潟[「lll業訓線の歴史と訊肛|■ 々木川(訛職業数

市論業第3巻 印鵬業訓練のイ果題』、多摩lu tlt昭和6211.
(8)拙稿賊 後における職業教育研究の欠落祝点J『 1本の教

育史学J第48人 2005■.

(9)和稲「『文部省』の意味と変質J、肌 業能力|‖発総合人ツ校

紀要』第34サB、200●・li 3月。

(10,村M勉 ■ 1西イ「J『教育』と「EducatぃnJとの口1会いJ、『職

業能力H発総合大ツ校紀要J第30写B、2001年3月。
(ll,I鶴新「

"国

における近代II'羊教育思想の伝術と変|:に

ついて(1)J、口:崎公立大学人文学部紀要』0し 巻第

“19"`li,.

(12)1本 の li空12(X1/1:インデ ィーズ製作 人ll(,喘贅、高

橋|1也in.

(■3)11枯「鈴木安蔵の労働柿l=おける隊 rJの 11逝Lr職 来能

力開発総合大学校紀要第36サBJ 2(Xlr l1 3月

(14)11“「ll本的I教育を受ける柿利1の‖IIと‖l題J、「班代の

,1`劉∞年Wiネリ、2(X"■ l ll`

(15)GIIQCIE`,第 7条 災J(文 
‐
P(,sl war D(vcloplllcn〔

“

l

Japantseじduca(k】ll 1952 Ap■i(鈴木失 γ`

“

:本
'′'(編r資:1教育水本法 50年 史1、勁■|:"、1998年より)

なお、制‖1修■崎ll力
｀

`原

不
'r編

r史壮教育法』、学賜

吉房、昭和14811では 卜の人文を「1ハ́・・No25 31 Mar(h

1947Jとして掲載している。

l16)1本教職員附t今「1本の教育J。詳しくは枷I稿「公共職来れ)

導ル」度と企業勺技FtttjYt成鮨り度の統合のli'1とい1題|

D賊業能力|.lttl l究』第14巻199611.

(17)「剌]口新聞12007(平成19113'19 )夕 111ニソボン人脈

i己J.
(18)4i原快太郎、2004年3'126日の「rlなりFlなりが決めたル

ール(を)守るということそのものが教育になるんだから

ねJとの発言.

(19)明・019年「各省官制J。「文部人
'ハ

教育学11二関スルJi務

ヲ管理スJ.
(20)‖瀬勉 早川■■ L中 高年「は 導説』の検1刊、1搬業能力

開発総合大学校紀要』第35号B20“ 年3月。
(21)ヘボン『II英語林集成J、慶応3年、1月治5年 月治194i。

(22)・THE IS/1PERIAL RESCRlPT ON EDUCAT10N・■

“

HI

諭治隊 育勅語に際関係史の研究」lj間古房 199711。
(23)山崎Jl和F文明としての教育J新 湖調i書、200‐年。

(24)●見実け[会とのつながりのなかで学ぶ ということJ

「技rlと人F・12002年 8 9月 合lll号.

(25'これらのことを納めた拙著『教育と学校をめぐる二人誤

解』に対し、十日呂弘は「文部省管‖の「学校 から1教育3

への転換―教育制度形成の条件として一JF教育学研究J

第78巻第2り 20]l`「6'1において 「卜H中によって、『教育J

と、文部竹ヤ畔 枝JとのI.・びつきについて歴史的に検証

しようという訳題が提 lLされている。」と評価している。

なお、■口]による11論批半1もあるが それらは的外れだと

いう反11を、プログ剛 業訓線il感Jの2011年ll月6日にア

ップした。

(26)楡駅 論ri「文り敗 育論」、『ヽ 事判i報』、明治22年8月 5日 .

(27)元本側「人11形成の根スと職業人養成のあり方とはJ・L

木 口‖棚ツ 11掲11諄.

(28)Articic XXH Acadeinic frcedorll and cll()ice of

o(ct pal o:lをlre gt aranteed

(20)マックス ウェーバーン
'`高

邦雄,(階 業としての学,lJ

オ1渋文川(、(初1跛193(,■)。

C30'昭和 2年 文:`省訓令20り「児ll′L従 ノ個ヤ1尊|『及職業指

導二関スル件●こI・いて「勤労を重んする習ヤトをヽひ が

記されたFll‖1である。

(31)A′j辰

"は

憲法改11のI‖会審議で助 労Jの::人を「ll本

L義の人はrll,と,3の は人11に本イトすると云ふ埒り1の

■味があ/.Jと批|」した 町1和21117月 301衆 i識院

"IJ憲法改1:′委It会小委t(会発,1.

(32)Art clc XXIV ( 第 l jlt晰 )Fr●o univcrsal and

(onil)111、ol y((!uc:l(lon、hall!,c cstai)lislled

(33)拙格r働くための学H」を参‖

“

されたい。

(34)'1'`岬久「義務教育J宗 像誠し相「教育ヽ本よ』、新評論、

2(X)21“rll版lqx,年)で次のように記している。

悲法外 :六条第 ■は 卜11 のヽ「教育を■ける権利Jを

規定し ,ljllで |¬民がその保護する子女に「普通教育J

を受けさせる隆 務Jおよび「義務教育のJ"償Jを札定して

, るヽ.

この教,条 ■は 第 1″条の41存権の脱定につづいて

おり 「教育を受けるlt利Jは 41存Itr的社会権的基本権

の文化1'側niにかかわる■本的人権の一つに位置づけら

′せる.(11“)

さて 1教●を受ける糀刊Jは ます ソし三六年のソヴェ

ト憲法に■われる。そして

"二

次大成後に成立した社会

■籠 籠卜ないし人1モ民主主義諸国の憲法に、その規定が

掲げられた.さらに、rL会■義国家のハ1班と民主主義思想

の11際ll市場を背景に ,t本人権●言(―ソし四′ヽ年)にも

その規定をみるにいたり、そのことによって、敗 育を受

けるll不J」|よ人類lL通の思想的財産となった。わが「憲法

の教育条jjlも、まさにこのような人権思想の歴史的Itk開

と,1界的」J向のなかで位置づけられて はじめてその精

IIを正しくとらえることができるといえよう。

(35)11外 人権 =言 Jで は
｀
Everyont has the五ghi to

educat●n'である。
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「産業教育学研究J第 42恙第1号 2012年 1月

(36)ソ同盟憲法第121条の英訳文は次の通 りである。

ARTICLE 121 Citizens ofthe U S SR have the right

to education

(")「教育を受ける権・rl」の訳 として彫 られている・RECIIT

AUF B:Li)UNG・ の ドイツ語は「叶界人権●:言Jの ドイツ

語訳と同じである。

(38)「憲法草案要綱J(第 3案 )「国民権不1義務Jの19条.

健康及労働育ヒカフ維持シ産帰ヲ保護シツノ他一定年齢以

ドノ労働ヲ禁止スルタメ国家ハ迪切ナル施策ラナスヘシ

(39)illltt17J程!(文.F.省)(明治 6年 )巻之―合衆同教育略1じ.

‖瀬勉 m■ 高年「r米欧 ・l覧 実記』教育閃遮項 目集成」、

「皿業能力開発総合大学校紀要J第37号B、2008イ1 3 fl。

(40)梅渓月『お雇い外国人0政 治 法

“

1』、lt島イリr究所‖1阻会、

lli不‖4bl=。

(41)日中高li ll紙勉「用語『普通教育』の生成と経過」、「職業

能力

"り

発総令大学校紀要」第

“

号B、20101i3月。

(42)佐々 本英一「ドイツ教育学における 投陶冶と胆業 ll冶

の関係J、元本■lⅢ編著所1文。

(43)鈴木安蔵隊 育と教育基本法」、『社会計i希』第5巻 第2け 、

1948イ1=。

(44)1916年12',5!1にGHQの 大学

“

い|``フイリソプ ウェ

ンデル シェイは阻 丼Jで「次のようにIL'1すべきである

と信 している。」と綸評を加え、41・に「第 1条改定案」とし

てのA案 は次のように記していた。

I]duぐal ol〕aillls to llllpをtrt tllal ctllturt・of tllc ll11lld ll:e

will and thc cmotions wl〕ich wl〕ilsl nda[)ting′l in′in l)r

tl10 cxt・rcitt or a particuルlr ca‖ing disposcs hil]1 lo

::cllieve::n excene[lt(。r satiSrKlctory wそll adapted or

“

)()d)perM)nal andま )cial“ft w“llin tlle fraincwOrk of

tllat c81!ing

鈴木央― 平ll●春好共蘭、il科書。

(45)教育椰1新委員会第13い建識0昭和23`12月28 ).

(46)「教Ⅵ事項J、昭不123年6月 30日労働省響|力■

(47)佐々 木力I雄lll業教育論葉第2巻 「学校の職業教育J、多暉

‖ヽ1板I召オ1621=。

(48)山奇■■除 業 lk政育の刑l織及び教育1緊社の」l.状とその

円l題点J、隊 育学1,r究]、第26巻第2サ 1959■7月.

(49)却稿 「教育基本法』の「勤労の場所における教育Jをめぐ

る教育観J『職業化力開発大半校紀要J第28りB、1999年

3月 。

(50)岡本違夫「教育基本法と自由の現71をめぐって」、『教育学

研究」第65巻第 1号 、1998年3月 .

(51痛橋哲哉『教育と国家」、講談社現代新書、2004年。

(52)原題は・Loi d orient■ion sur l`ducatioll・(1"年 )である。

その第一条は次のように規定されている。

教育への権利は、人格を発達させ、初期教育及び継続教

育の水準を高め 社会生活及び職茉生活に参加し、rh民と

しての権利を行使することを■丁能にするために、 人ひ

とりに保障される。

(53)小林願 r編 著レ1世紀を展望するフランス教育改革J、東

信笙、1"7年。

(54)″藤健次郎「アメリカ流の社会経済の中で東日本大震災後

の東北地方の被災地は復興するのかJ、陳 日本大震災と駆

来訓lllll論会資料集J ttn年8月 6日 日本産業教育学会

関東池区部会 エルゴナジー研究会。(なお 本資利集はエ

ルゴナツーlJl究会のホームページにアップされている。)

(55)上々 本英一「現代における職業指導の役割と課題J、『ノン

キャリア教育としての職米指導」学文社 200C年。

(56)'Career Educatt,n｀は1971・Fにアメリカ教育局長官マー

ランドが言い出した、学校と学校後の大人を対象とした

11江敦市論の意味であった。『新版 教育小事共J、学賜■

,、2011年.

(57)孤見俊ⅢIは,■ 定義への試み」、岩波書店、1999年.

(58)水六|"1教育はヽくない」、岩波書店編集部隊 育をどうす

る」、1907イF。
(59)71本寛冽 人Flの覚悟』、新潮新書 2008年。

(60)1本ブ,維十逃今会「デンマーク調

'報

告書』、2011年1'1

141●。

(61)詢1稲「教育とm米 訓繰の営みに関する整理」、「リト「教●」を

″える資ホヽ葉」、エルゴナツーrJl究会 2010年8',71.

(0)‖I価「これからの人間形成の法体系J、日本社会教,学 会

紺『教,法 体系の改編とrl会教育

“

i涯学習1、束洋館1l Jt

社、2010年のi代案を改ir.
(63)"!Jl出11,i口1膿じ臓 *訓 靭学の1/世と機地JI職 来綱

絆研究1第17せ、19"年 3'1,

((И)Adbul Kal[n Bangura UBUNTUGOGY 」()urnal or

l1lird world Sttldics・ Fa11 20Ю6

(65)「～by tr“n“1ドは

'～

の教育を受けたJの意1米J。

Dudlcy had l)●cil o01lSidcrd for thc t()p jOb in知レ

but he k)si t()Ilayward a r010●St by training ‐ベラ

ルド朝日。

【″(12117イ「、(BP,トツプの■にはダドリー氏が検討さオt

たが、地質学者としての教育を受けたベイワード氏に敗

れた。「WI 新聞』2010年8'17ロ タ刊、時事英語:に挑氏焙
(66)船酬 :「lll人はみな絶減危惧flという存在』葉夫社 2011

イ:,

(67)'賓 ‖: 山
'「
浙しい労rlllL会』、岩波新書、20∞年。
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