職業人 の育成 と実習 の意義

職業能力開発総合大学校

教授 田 中

高年

それらの企業で共通することは,そ の対象者
はいずれも 「
技能職Jで あることである。 こ

は じめ に
かつ てペ リーは我が国におけるモノづ くり

の方針の基盤には,技 能職の老社員 は宝だと
い う考え方があるようだ。すなわち,仕 事の

の技術

技能 の水準 の高 さに驚嘆 していた。
我が回のこれまでの発展が ,モ ノづ くりを基
盤 として きた ことを再確認 した 「ものづ くり

遂行の過程において,さ まざまな能力が老社
員 には蓄積 されている, とい うことである。
まさに 「
生涯職業学習Jを 実践 してきた人々

基盤技術振興基本法」が制定 され,に わかに

である, とい う評価であろう。
技能職優遇 一定年延長策は,経 験 を重視す
るとい う欧米の職業観が,我 が国にも認識 さ
れ始めたとい うことを示すのか も知れない。

モノづ くりが注 目されて きた。 しか し法の制
定 は,一 方 では,そ のよ うな過去 の伝統 に危
機が追 っているとい う状況へ の対策 の側面が
ある ことを否定 で きない。 モ ノづ くりは 日本
のお家芸 で あ ったが,こ れか らはどの ように

実習は方法だけか ?

進むので あ ろ うか。

実習Jと い
技能 熟練を学習する形態 を 「
新教育学大事典」
う。その実習の意義は何か。『
(平成 2年 ,第 一法規出版)では,「実習 とは,

職業教育の意義
従来 か ら職業教育の意義は語 られて きた。
社内教育訓練組織が整備 されている一部の大
企業 を除けば ,大 半 の企業 では学校 における
職業教育 の意義 を認めて い る。そ して最近で
は,大 手 の 自動車 メーカーや,電 機 メーカー
によって定年延長 の発表が相次 いだ。 これ ら
の発表 は,生 産性 を低めてい ると最近喧伝 さ
れている我 が 国の 「
年功序列J制 度 へ の批判
とは対立する現象 といえる。
女子大卒業者が就職困難 とい う状況下 で,
なぜ中高年者 の 「
雇用延長」なのだろ うか。
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技術の教育において,技 法 を身につけた り,
機械の使用法に慣れた り,知 識 を応用実践す
るために,加 工や処理 とい う実際に働 きかけ
る教育方法の一形式である。
」 としている。
この定義は 「
実習」 を方法の一つ としてい
る。つ まり,実 習本来の意義 については述べ
ていない。実習が単なる方法であれば, より
合理的な方法が開発 された暁には,実 習は採
用 しなくてもよい, とい うことになる。実習
が教育訓練のカリキュラムから消えることは,
おか しい。すると,実習は方法だけではな く,

ことが個性 を発揮で きる大 きな要素 になって

論や力I識を実際のモ ノづ くりに応用 し,そ の

日本 の企業 の訓練施設にお いては,割 合 と

理論 の正否 を確認することである。 よ く知 ら
れる 「
具体 か ら抽 象へ」 とい う理論 が実践 で

それでは何故,モ ノづ くり学習 は楽 しいの
だろうか。その要因には次 の よ うな ことがあ

しては以前 よりも減 ってはいるが ,依 然 とし
て実習が重視 されて い る。大企業 の企業内訓

とを考 えれば,こ の 目的の実証 は極 めて困難

るようだ。実習は,第 1に 初 めて体験す るこ
とであるか らであ り,第 2に モノを具体化 で

練 が手作業 に始 まる実習 を重視 してい ること

であ り,や や理想的である。

にはない規定 である。 この こと

は,実 習 の性格 を見る上で参考になる。
モ ノづ くり学習 の場 は,生 産現場 における

きるか らであ り,第 3に 結果 を確認で きるか
らであ り,第 4に で きたモノは個性 によって

じるものがある。

仕事場 を模擬 した実習場である。つ まリシ ミ

異 なるか らであ り,そ して これ らを総合 して,

のは,将 来の 中堅工 として育 って もらうため

ュ レーシヨンの場 である,とい うことになる。

第 5に モノづ くりは身体全体 を使 う人間的 な

に必要だと考 えているか らである。 ME化

を

りに進 まない実習 を学科 と関連づ けて学 ぶ と

従 って,モ ノづ くり学習や実習 は,実 際 の仕
事 の模倣 として実施す ることになる。つ ま り,

活動 だか らである, と思われる。

発展 させて い く能力は,モ ノづ くりの経験が
あれば こそ可能である。 このことは,裏 返せ

い うことである。 このことは,モ ノづ くりに

ば手仕事 でモノづ くりが十分 にで きない者 に

って,重 要な技術教育 ,職 業教育 のカリキュ
ラム理論 とな っている。

実習 の 性格
米国 では,学 校 の実習場 で行 う実習 も0」
Tで ある, と位置 づ けている文献 がある。 日
本 のOJT論

実習 のための材料 ,道 具あ るいは機械 は,可
能なら現実 に使用 されて い る機材 が ベ ター だ

る。

しか し,子 どもの頃か ら手や道具 を使 った
遊 び,手 伝 い をして い ない近年 の子 どもたち
の 中には,課 題 の与 え方によっては,逆 に実

は, ドイツのデュアルシステムの教育 と相通
企業の職 業訓練施設 で実習 を重視 して い る

は,ME化 の機器 を使 いこなせ ないこ とにな
る。これは企業 の現場指導者 の意見 として も,

に働 きかけ る学習 だとい える。 この方法 の最
も進んだ形態 が ,生 産現場 における現場実習
で あ る。 この ような性格があるために,実 習

頃か らしなか った結果 である。従 って,こ の
問題 を打開す るために,最 初 の段階 では,ど

はす ぐ役立 つ面 もあるが ,こ れまで逆 に学習

の生徒 も指示 に従 えば完全に完成 で き,喜 び

者 の将来 の発達 を阻害す る,と の見解 が強か
った。 しか し,そ の見解 は修了後 のフォロー

を味わえる よ うな課題 を与えなければならな

① 技能 の修得

い。

実習 の 目的の一つ は,技 能 の修得である こ
とは揺 る ぎない。そのため ,知 育偏重 の下で

ア ップの問題であ り,今 日的にい えば生涯学

フリー ターの時期 を 「
職業探査の時期」 と

習 の 問題 であ り,す り替 えられた批判 ではな

肯定的に見ることも可能であるが,中 高年に
なると習得が困難な職業能力は少な くなく,
職業教育への関心 を高めることが重要 となつ

かろうか。

実習は楽 しい学習である

ている。その可能性 を実習は有 している。

モノづ くり学習は軽視 されているが,モ ノ
づ くりをしている子 どもたちは生 き生 きと活

実習 の意義

動 し,楽 しいという。学科 よりも実習に興味
を示す生徒が多いことは,誰で も知っている。

昔の職人は,「あまり勉強をするなよ,頭 が
悪 くなるからJとよく言 ったそうだ。 これは,
モノづ くりのための 頭"は 知識 だけの頭 と

何処の学生であっても同 じである。大人であ
っても,モ ノづ くりは楽 しい。
教育は興味 を持たせて指導することが大事
であるとしている。それならば実習やモノづ
くりの教育 学習 を,何 故 もっと大事 に組織
実物教授J法について
しないのであろうか。「

そ こで登場するのが 「
実学融合」あ るいは
「
学科 と実習 との統合」 とい うカリキュラム

習 は苦痛 にな り,モ ノづ くりが苦役 となる者
が い る。それは右脳 の刺激 と鍛錬 を子 どもの

とい うことになる。 このことは,実 際 の機材

きる。 しか し,実 習が理論通 りにで きないこ

論 である。理論 だ けでは理解が十分 で きない
ことを実習 により確認 しつつ ,ま た,理 論通

は理論 と技能の両 者が要 るとい うことと関 わ

常に語 られる ことである。 この ような実習 の

③

意義 を整理すると,以 下 の よ うになる。それ

上の第 2の 意義 と類似 しているが ,知 識そ
の もの を印象深 く学 ぶ ことがで きる ことで あ

らは学科での学習力池 めて困難な ことである。

知識の習得

る。頭脳 だけの暗記的方法では習得 しに くい
知識であって も,実 習によって学 ぶ場合 はよ
く理解で きるものである。モノづ くりの過程
で ,そ れ まで学 んでい ない真実 を発見 で きる

実習に対する偏見や誤解を生む根拠 となった。
勿論,技 能 の解釈 も多様 にある。 Sktu"の定

ことで ある。その発見は新たな知識である。

義を見れ ばわかる。少な くとも,た だ手 を動
か して いれば身に付 くとい うことは ない。技

①

総合的理解 =全 体の把握

能を身に付 けるためには,計 画的な働 きかけ

モノづ くり,実 習 を行 う過程で製品を造 っ
て い く全体 の イメー ジが次第に湧 いて くる。

と本人 の意識的な努力 と知識が必要である。

従 って,部 分 の仕事 をしている時に もその作

中学校 の技術科 で,プ ロ ジェク ト法 により

業 をどうす ればよいかがわかる。 つ まり,理

考案 させた設計 をもとにモノづ くりさせても,

論 はその部分 だけの理論 に過 ぎないが ,モ ノ

技能を習得 してい ない子 どもたちは,自 信 を
もってモ ノづ くりがで きるはずがな く,む し

づ くりは一 つ の理 論だけではで きず ,複 数 の
理論が複雑 に関係 してい るわけである。 しか

異なること, 頭"だ けの知識 を詰め込みす ぎ
ると 「
反教育Jと して機能 し,モ ノづ くりの
"が
うまく働かなくなることを意味 してい
頭

ろ失敗することが多 く,そ の結果技術科 を嫌
う要因になっている。

も,理 論 をモノづ くりに応用 して も理論通 り
にはいかない。従 ってモノの完成はモノ全体
のイメージカ=なければで きず ,そ のためには

座学Jと
る。つ まり,モ ノづ くりの学習 は 「
は異なる学習であるとい うことになる。 この

② 理論の確認
モノづ くり学習 実習の大きな役割は,理

全体 の理解が必要だ とい うことで ある。
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モノづ くりは,初 めか ら終 わ りまで全体 に
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はベ ス タロ ッチが重視 し,彼 の職業教育論 と
ともに,我 が国で も認め られて いるはず であ

い る。

独 自の意義があ るはずである。

わたる仕事がで きなければならない。徒弟制

実習 で あ り,実 習 の場 は重 要 な経験 を積 む道

て技能が成立 し,そ の技能 を体系化 して技術

くことを保障すること力浮 習 であることは「L

度だけでな く,近 代産業 に関わる実習に して

場 とい うことに なる。そ の経験 は自分で体験
す る しかない。 この点が,知 識は他人の成果

が確立 し,そ の技術 を理 論化 したのが科学で
あった。産業革 命 を推進 したワッ トの蒸気機

界人権宣言」等 によって既に関係 づ けられ て
い る。その内容 の核心が実習 で あ ることは明

を学 べ るとい うこととの大 きな違 いである。

関の 開発 とその理 論化 の よ うに,科 学 はモノ
づ くりの延長 に理 論化 されたのである。 この

あ り得ない と同時 に,実 習 を除い た職業教育

過程 を教授するのが実習である, とい える。

は成 り立たない。

その編成が,実 習 のカ リキ ュ ラムで ある。従
って,科 学 理論 の体系 を学 ぶ カリキュラム

エ ミールになにか職業 を
古 くはルソーが 「
たるところで徒
学 ばせることに したい。 ¨ヽヽ

造的開発 を可能 とす る要因 は,ど こにあ るの

とは逆になるのは当 た り前 で あ る。 このこと

であろ うか。その源泉は,職 人が材料 ,道 具

に確信 を持 たなけれ ば,実 習 のカ リキ ユ ラム

弟 になるが いい…Jと してい たよ うに,職 業
の教育 を重視 してい た。 しか し,そ のことは

職業人 =組 織人 と しての態度 の形成
実習には一 人 でで きるもの もあるが ,他 の

及 び機械 と対話 しているからではなかろうか。
職人が ,道 具や材料 と対話 してい ることを

の編成はで きない。

者 と協力 しなけれ ば完成 しない ものが 多 い。
社会 の仕事 は,ほ とんど力組 織人 として他人

熱 を込めて話す姿 は珍 しくない。 これは,自
分 が使っている機械 や道具 ,そ して加 工 を し

Education・ と￨よ
何か

との協力関係 によつて遂行 されて いるが ,こ
のよ うな他人 との協力関係 の態度 を習得する

てい る材料 との コ ミュニ ケ ーシ ヨンの ことで
あ る。職人 はさまざまなモノづ くりの経験 の

以上の よ うな ことを考 える上で我が国の教

ことが ,実 習 の意味 として重 要 である。

中で ,材 料,道 具,機 械 とコ ミュニ ケ ーシヨ
ンを してい ると考える ことがで きる。職人 の

Education"の
定義 を見る必要がある。例 えば
tlle ENGLISH LANCUAOtE'' 1967は
E ducmcln

創意工 夫 した真 の創造的
大企業 の技術者 力ヽ
な開発 とい うものは少ない, といわれる。 つ

行 うコミュニ ケーシ ヨンを,技 術者 が理解で
きないだけである。技術者 は,自 分 自身が直
接 に材料 ,道 具 ,機 械 と接 してい ない からで

ま り,大 学出の技術者 は理論 を頼 りに し,教

ある。物理学的 にい えば,道 具や材料 か らの

pcwers oF(a person)by teachhg,instruc―

科書 をモ デ ルに して物事 を考えるか ら,理 論
以上の創造的な ことを開発 で きない , とい う

tion,or schooblg 2 to qllJttv by iStructlon 念 も感 じるであろう。それは職業人志向へ の
g,practice,
or tra― g fOr a partlcuar caD出
誇 りを誘 うはず で ある。実習は,そ の よ うな

ことを意味 している。

反作用Jを 直接的 に敏感 に受 け取 り, さら
「
にまた材料 と道具で作用する (仕事 をす る)
とい うことになる。 この コ ミニ ュケーション

しか し,中 小企業で苦労 した経営者や現場
技能者な どが ,創 造的な開発 を していること

情
によつて,創造性 を発揮する要素 としての「
のた
い
の
報Jを 得 て るのである。創造性 発揮

tO pnDv■
de educatlon forisend to schα
D1 4

がある。中小 企業 の職場 には大学で教 えられ
るような理論 も,大 学 で使 われるような教科

めには,モ ノづ くりの さまざまな経験 が極 め
て重 要 であるとい うことで あ ろう。

書 もない。それ以上 に重要 な ことと して,モ
ノづ くりの多様 な経験があ る。その体験 の 中

educate one's palate tO appreclate ine food まり,実 習 の意義が減退する ことはないに も
̀̀Educa,on''の目的 とその内容痢 か とい う
かかわ らず ,我 が 国 においてその評価が低 く
考察は読者 に委ね たい。他 の英語辞典 で も,
なった背景 を併せて考察 しなければならない

実習のカ リキ ユラム 原理

も同 じことである。頭 による構想 と手 による
実行が なければ モノづ くりは完成 しない。良
い面 での 「
職人気質Jと い う言葉で は,こ の
人間 としての完成 された面 を指摘 して い る。

経験

体験 の意 義

企業 の教育訓練 におい て,新 入社員に対 し
て全ての職場 を巡回 して仕事 を体験 させ るの
は このためである。
⑤

⑤

創造的開発 の手懸 かりの獲得

たた き上げの職人が ,技 術者 がで きない創

らかである。職業教育 を無視 した教育制度は

「
働 くことは社会的人間の 欠 くことので きな
い義務 だJか らであるが ,し か し,そ れは「
職
い
人修業 をして るのではな く,人 間修業 を し
てい るのだJと い う考 えに基 づい ていた。

育概念 は極 めて一面的である。そ こで ,

職業人 の育成 と実 習

THE RANDOM HOUSE DICT10NARY of

モノづ くりは,モ ノづ くりに対す る興味

を次の ように定義 してい る。

関心 を育 み ,自 信 を持たせる ことが可能であ
る。 自信 の獲得は,モ ノづ くりの誇 りへ と連

Education l to develop the Faculties and なるはずである。 自信 と誇 りを獲得 した者は
モノづ くり人",す なわち職業人へ の畏敬 の

etc i tralll:to educate soDneone for law
to develop Or tran(tlle ear,ぃ te,etc):to

3 教育機能 の端緒 になると確信 している。
職業 の教育が根元的な問題である ことにつ
い ては,古 今東西変わ らない はず である。 つ

to develop", to Cult市
a te",及 び sklll",

が ,本 稿 では割愛 した。「
モノづ くり学習 の意
味J(『山形県立産業技術短期大学校紀要』第

知識 の

voca●
on", bushess"を規定 してい る点では
類似 してい る。

の開発 した技術 を大企業が買 い上げ,製 品化
して いる例 は枚挙 にい とまがない。

カリキュラム編成原理 と異 なるのは当然 であ

人は生 きるために働かねばならず ,そ の働

モ ノづ くりの実習 は,理 論化 されて い ない
こと,教 科書 にないことを経験 させる ことで

体系 が異 なる ことを考えれ ば明 らかである。
アインシュ タイ ンの相対性原理の出現以前

ある。その経験 を積 むために学習す ることが

の科学 は,現 実 のモ ノづ くりの経験 を整備 し

情報Jを 見出
か ら理論 にも教科書 にもない 「
し,工 夫 し,創 造的な開発 に繋 いでいる。そ
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実習 のカリキュラム原理が ,理 論
る。理論

知識 を教授する体系 と実習の教授
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4号 ,1998年 3月 )を ご参照頂 きたい。

