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|“戸大学 末 本   誠

本書は輛者の一人である日中高年の菫静的呼び   ている。「非教育」という害名が示すように、この

かけと、これに応した8名の執筆者による●文か   ,物 は、「教青」を 「回違すべき」用語と掟える

ら構成されている。もう一人●編者である元木籠   口中の提案を書に、各む者がそれぞれの立場から

が 両者を取り持つ仲介人としての役割を學たし   議薔に,加 するという形式を取りつつ、その妥当
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1■を,1う幅人になっている.

,こ木によ/●「,||にi・.く 全体の基調提案とし

て示された日 による 「非教育の論理―― 「教育J

の誕′卜 rl月|と|1民の1呉ll―― |は、民か労働イ

のW業 洲組、皿米

`と

カソさ■の{ザ「究に協わってきた

1ヽ1場かい 「枚r)| を IⅢ,llJ ないしは 「・|.11」

の対象と|'「:づける川IIを 歴史11 ilЛ学
`,に

常J州している.11:が lltl」するのは 「教●Jに イJ

"tす
る「卜からトヘJの関係■、及び権力IIである.

こうしたlt側のににllつ

“

iたな 「人・l形成の方略J

として 「人,,としての側の尊重J「ケ・ll権の保障

と■務|「人柵としてのユlt形劇  「人Fリレ成のた

めの |ユルゴナジー| 力〈It久されている.隊

"Jにイヽ朴|べ き川|イ,としてボさ
'tた

「エルゴナジーJ

よ 「餃1ヒII``'′|または I皿

`ヒ

形成ツ」を意味

|る . 中のりせκの要は、「教市J概 念を世川1す

る 本の教す/11、本,(「1国の1,'1」であり「ツ

|“

“

′メ′tl` である 1人糀としての皿能形出 を

欠いているという■にある 測題に示さオtた 1柳

くため′)ヤツ|は その代案である

この1た簗を受けて ,1■り:による第2ヤ 「』教

すの呵lLヤ||は  社会の |ケ枚化 |がイ
`)11の

11外

たる 'ソ,ナキ●ラーな1‖

“

tlを ll,させたとす

るN■ から 「夕々, を1,い11し フレネとイリ′

ヴ″)」‖而の|^1'をイ1,ている. また 本 ド‖1によ

る第3■ |マンパリー政策と引牧イ,1で よ いXЮ

niイヽのマンパワ ‐政策を中いにしなから  本の

1秋ll lがての綱米として 「自分で学ぶ力Jを 喪

失させてきた,むれを分″iしている.批 く

"4ⅢO rlうによる |「1411,11制JJ家,と 人いl Httj

では ,tttl lな

“

ピiJllFJの`ヰ黎
1な分

"iに
水づきな

から l rl的 |“引lJ家Jの 実態である 「栞民化

される 1民 |と |い,争する 1家Jの なかに包ヽさ

れた 1教イ,|の意味を,1うている.次 の 日l liイ|

よる第1111“ヽいと rれをめぐる教●とJ教 での

プ,,‖:法|では 1枚イ, 』1教す|という円旭を 「戦

争とrnの 11史,認|に1にまでl・・を広げなから 鵬

争脇力とのⅢめざイヽいの で思想形成を米たした

,1 世多劇
`、
 :木 Iヽ、■

“

,' ヽ という3人の 'レ

成と晟命1治を樅11している。続く

"6■

 ■坂

広作による [教育概念と教育改■Jは 、■条者の

心llにIT解は示しつつ その 「教育」についての

lll l」が必ずしも安当ではないことを、月象となっ

た枚●硫者の言説を∫■にたとりながいIШ四した

にで、1枚●11遺産Jと して成11 1戦後の |ツ

'仙と学|"の1吉合 |に 関する枚静 I流のlll“

`が

行わlt

ている.I々 本人 による第7■ |ドイツ教,'′

における 投ll冶と載業 ll冶の関係 |で は、 1,

Hltt i机の根拠とされる新人文主義′)“史 |卜会

lrjな変化を十■にしな/J・ら 一般的冶と職たHl冷

の関係は対立苅係にないことハ■りlさオt、「教FiJ

におけるlt来教命の任祝がかえって教イ,政ヽ外で

のそのrlな

"ヽ

mを 可1とにしたことが11摘されて

いる.,1班 n治 ょる第811「皿人の1ヒカ形成論 は、

'み

 1ヽ のよす川論を
'Iに

1,ビカ|と |ツ習J‖k

金の吟1味をし、,:体||な 「‖ヽ人としてrlっ11"|

として人,(建築カレ′′爛lfイの体蘭 人を柑介し

ている.1,後 の 11111)に よる

",11 4'"1さ

れ

た労lll」では テイラーの 「

`|+1,情

り1,ム」|(1912)

の11莉1な分liによりながら企К■における

`彙

能,レ

成のため″,教す‖細の歿イ,1,I味 が説りl 4ヽι 4,

洲十‖を労働 鸞来の製■からり

`え

る切り 1であ

る |ケ助′)人,り化Jヽ'I学 iマ企業Jな どの観■が

紹介されている.最 後に 価イ :人による対談 「人

1,形上の利(本と餃来人,上 の泊り方とは |が イ,さ

れている.

本|,の1,徴は、ツ′ll 皿業の

“

1,1から枚す0イト

の粕り′,をltえ返そうという11にある.こ のよう

な川論1111t10は今 の成人教riの
"眈

勁11と ,☆

してお1,、本1,は1略 玖命

"r究

のお|たな′|″ヽ方Ⅲl

の探求を 11"したものと|(11すること力̀ できる

しかしその試みが成J/Jしてい/.かどう力■=ついて

は、議,おの余舷 IKあるように思われる 11以 が1澪

1商しているように、llt11さオtた教r,1疏ィの 1玖了,|

り11イについての角イ釈・111■ とヽなる11や、労 ll

llXをスヽ柵とする成人の学翌論の力|たな″1,1が,1

れら,■ていない■はこの際おくとして、ここで よ

今後の■

',を

l ll●する課tlとして つr/1川旭■を

1理示しておきたい.

油:イが ‖1題と感じるのは 本■7111』:教FiJ
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を労働 職業の立場から共Iillに問おうとしてい

ないことである。 1中 が提t・するのは、教育にお

ける労働の不在である。その不当性の告発が 「教

育Jな るものの根本に向かうことは理解できるが、

,1題は

"l語

探しをすることなのだろうか。rO中が

出:mlするフランスの教,■ 本法が労働 職業を正

'4に
1/置づけている背ltには、191嘘 の 「同胆痢1

企1以 来の伝統として、物づくりの場が教市の場

であるとともに 労働者の政治参加1の基盤になっ

たという歴史が存在する。

"l題

にすべきなのは今

の労働は人間にとってどのような意味を持ち、

教育llにはどのような意味をもつかを探求するこ

とである。この点では後半で波邊や山AIが触れて

いるような 労働 戦来に内在する人r・lllな本質

および教育的な価撃への注目/J・ら 本書は改めて

検討を再開すべきなのではなかろうか。

本書は末尾の渕1炎の ,で、呼び力■ナ人であるけ

中(国人が納得する形で終わっている。しかし本出

が提起しようとした口,即は、編者ll・人の関心にlX

餃されるものではない。それは日かれた

"1と

して、

さらに多くの者によって問い続けられるべきであ

る。 (本文
"ヽ

敬rlを略した)

日本社会教育学会紀要 HQ46

力10116川 3 HFlu発 行

発行者 日本社会教育学会

〒1∞―

“

Ю ■

"(籠

,新

“

区西早オmH l-6-1
■llⅢ大学教育椰

`●電所 090-3875-5196

〕長オ4 00150-1-87773

r‖‖りi タチヵヮllllll

〒ωl lXXb東京都狛江市岩●Hl-5-12
電話 03-3480-5279

- 1 7 6 -


