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教育独自の日標を立てた福沢諭吉の教育論

―元木健 ・田中高年 編著 『非 「教育Jの 論理 ― 「働くための学習」の課題』、

田中高年 「非教育の論理― 「教育」の誕生 ・利用と国民の誤解」を中心に一

齋藤健次郎 (宇都宮文星短期大学)

1 非教育の提案

私は、「非教育Jと は、教育において生活を重視し、内発

的な学習意欲を基盤とし、教え込みの教育をlll除しようとい

う主張であると受け取っている。その主張は、教育において

発選を重視すること、教育方法の革新や地域社会教育を推進

することヽを含んでいる。教育に対する非教育という対立|・|

な計業を使っているが、さほど輸劇
'の

鮮明な概念ではないと

思う。教育は、社会のあらゆる口1肛の影響を受け、絶えず変

化して行く。それは、国家搬力でさえもリツし止めることはで

きない。そのために、教育には絶えず循環現象が現れる。そ

れ引 jJぐことは、非教育においても不可nじである。

2 福沢諭吉の主張 (発運的人生観)

柵沢諭吉は、教育という百葉に反対し、発管、発達という

言葉をl_うべきだと主張した人物として有名である。明治十

年イヽに迪り来る教育の危機を感じて、教育の名称変更を孝え

たものと思われるが、その奥意は何だつたのだろうか。

私には元木先生、1調中先
`Lの

「非教育の論理Jに ついて論

評することを求められているが、この主張が近代教育の発足

時のll題でもあり、また、その完成時の‖胆でもあることを

どう見るかという事に,っ かかり、補沢の教育論に剛ること

になった。そして、非教育の主張に自分なりの判断を持つこ

とができた。

柵沢は、明治13年3月 に 「教育論Jと いう小さな論文を、

学士会院の発41する雑誌に掲載したが、その中に従来の教育

という社会的なlr.動の内容に、人間の発述を取り入れて、「発

達的教育」として捉え直し、教育に新しい目標を与えること

を主張したのである.

この論文は、福沢が2年以上の準IPlがあって、発表された

のである力'、まず、最初は、学士会院の創設である。その次

が自ら学士会院の会長として運営に当たり、会院の任務を「教

育の事を議し、学術技芸を討論する所たり。全国教育の針路

を指点するを以て骨子となす。Jと 決定し、準備万珊整って、

教育論を執筆、掲載したのである。

3 私立学校問題 (政府による教育破崚)

このように書けば、福沢は、当時順風満峨 思いがちだが、

実は、慶応義塾は、入学生の急減で学校が経営の危機を・mぇ

ていた。それは、明治十年の西南戦争が鹿児島の私学校の生

徒の反乱によって勃発したこと、政府が戦費調l■の為に取っ

た経済政策の失敗のために貨幣価値の暴落、物価騰貴が起き

て、私立学校に行く者が居なくなるような状態となった。私

立学校は、戦争の起爆剤のように見られて、さすがの福沢も

何か手を打たなければならない窮地に171っていた。福沢は、

考える。戦争は、政 lIを構成するメンパーの間の対立から生

したものだ。その中には兄弟で敵味方になった人物もいる。

このような私||な対立で戦争をI・・こし、国民に迷惑をlllけた

ので、政府は、11利子で金を貸すべきである。政,llは、慶rt

議部にあ万

'Jを

貸せと,西 郷従道文部卿を介して政 llに中し

出たのである。この扱II・∫格供の考えが強かつた分、その感情

が教育論に反映していると私は考える。

4 教育論の内容 (発達1111n神)

教育論の内容は次のようであつた。

「教育の日的は人41を発達して梃度に導 くに在 り。 llこれ

を導くは何のんにするやと尋ぬれば、人類をして至人の十袢

`を得せしめんが為なり。共至大の幸福とはljぞや。ここに文

字の議を組1かに論せずして、民間普地の肝を用いれば、天下

泰平家内安全川1ち足なり。今この需の■字をjltって板に之を

平安の主義と名llく。   捏1ち教育の日||は平安に4iりと

云うも、世界人類の社会に迪行して妨げあることなかるべ

し。J(石 河幹明著 「‖沢論吉伝」lH和7年 3'1 岩波普店

発行 第2巻 p753)

このように庶民の祝線で教育の目的を功利主議的に解説し

たのである。彼は、教育が庶民の願いや希望からスタートし

たとしても、その願いやlll待は次第に社会イヒされ、物理的な

欲望は、精神的な満足に置き換えられて行くと、信じている

のである。「人生の発達その全きを得て、形体の安楽に兼ね

て精れの愉快を重んずるの日に至り、始めて人類至大の幸福

を見るべきなり。」と述べ、「形体Jか ら 「精利Jへ の変化こ

そが発達の中身だと断言するのである。彼は、江戸時代の藩

校の教育と明治の学校との連続面を捉えており、人間形成を

重視した教育は発達的教育を近代的な社会に適合するものに

向かわせる可能性があったと見ることができる。

江戸寺代の教育と明治の教育の接点がわからないので、

ハツキリしたことはいえないが、明治の初期にアメリカの産

業教育の振興策を取り入れていたこと、それに答えるように

中等社会諭が各地に発生したこと、その段階で北陸地方に急

激に広がった女紅場の教育があったこと、明治5年から始ま

る富同製糸場の教育が成果を上げたこと、その影響を受けた
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製糸業が発展したこと等の結果としては、日本を短時日の内

に 「蚕業国家Jに 作り変えられたのであつて、女工哀史を産

む前に、教育が 「平安の主義Jと 結びつく可能性が、たとえ

短い期間であつても、存在し得たのかもしれない。「平安の

主義Jが 現実から浮き上がった提案でなかつたとすれば、上

の様な想像が湧いてくるのである。

5 日本式の子育て (発達11教育)

発達|1教育論は、教育において内発的動機を重視する。し

かし、現実の学校教育は様子が違うと言われる。これは、教

育文イヒの問題である。日本においては、母子関係においても、

幼児教育においても、また、小学校教育においても、 日本と

外国とは、大きく異なっている。

第二次大戦後、日本の教育のllt本である母子関係と、幼児

教育、小学校教育への影響を調べた 「日米 ll子りr究」という

比破教育llll究が経められたことがあった。この本から得られ

た教削は、教育というものは、民lkや地域の文化と深く結び

ついていて、Fl単に操作できないということである。日本と

アメリカでは、子情てが枢珊に言えば正反対であるというの

である。アメリカの子供は、「自■的避好性Jを 革工する授

業に最も良く適合する。それに対して、日本の子41tは、「受

動1,W勉側:Jを発揮するような授業に最も良く適合するとい

う。内発l・動 機を■lllする教育は、アメリカの学校において

成米の11がるものである。ところで、日本でn視 されている

「受動的助勉lLJとは lI子、あるいはIII子の緊密な人間関係

のもとに成立するものである。

日本の場合、学習に形製を与える母子関係は、小学校上級

学年まで継織されるのが普lFlである.そ れに対して、アメリ

カでは、半習に影響を与えるll子関係は、列ヽ学校入学までで、

小学生になると、母子関係は一挙に 「疎選Jに なってしまう。

この連いが日米の丼興を産むのである。以上のことからすれ

ば、日米の11子の機触の比は、大雑lLに言えば2対 1となる。

2対 1の割合の内容は複雑であるが、日本の場合、父とヽ )́

役割分拠1があり、効率的であるという。そのために、親のた

めに努力するという 「受動的lll勉性」力〈学習エネルギーとし

てlUlくという。アメリカにおいて 限 味」が占める位置を、

日本においては 「務めの意識Jが rllぃているということにな

る。これが発達の教育の実態である。日本は既に十分実行し

ていると思う。

5 学校の任務 (発達的生活指導)

では、学校は、どういう状態であるか、刻ヽ学校を例として

考えてみよう。アメリカの倍の母のエネルギーが子供に集中

しているのだから、子供を迎える小学校も大変である。小学

校では、勉l.|も大17Jであるが、しつけも大切である。既に幼

稚国の段階から、日本の子供は、時間をかけて、深く子411の

心情を掴んで育てていると言つてよい。日本は、既に十分に

「発達的教育の先進国」なのである。日本の学校は、オール

ラウンドの優秀さが求められている。特定の専門分野に興ll.

が偏向していたり、先生に活発に質問したりする子供は授業

の妨げになるので、歓迎されない。出来る生徒は、授業で発

言すべき段階になったら、行き届いた答えを出す。それは、

演劇のようなものである。こういう授業に乗れない帰国手女

は、一般的には歓迎されない。建前は質問歓迎の書だが、彼

等は、自分達が歓迎されないことを,っ て、日本の教育文化

の複雑さを思い

'1る

のである。

日本の社会は、一つの大きな役割社会を構成しているよう

なものある。そこでは、子供も教ITも役割社会の一員として

嬉々として役lllを栞たすことに満足しているようである。外

にの171究者が日本の小学校で教えられる役書1教育の種類を謝

0し て、それが外国の小学校の7倍 に違することを発表して

いる。掃除当番、給食当番、黒板消し、教材配布、ゴミ捨て、

飼育小動物の世話等である。日本の教育は役割教育を研究し、

実践させて居るである。すでにやるべきことはやつているの

た。

襦沢論吉は、教育のみが人間に与えることのできる日標を、

学習する子fllに与えようとした。その考えは 「市民社会Jを

作るという開放IJなものであつた。教育の日1'と言えば、伝

統文イヒとの整合性に苦しみ、鵬■しい文章と決まったような

ものだが、それを打ち彼つた内容は、来11らしいの一語につ

きる。発注的教育論にうるさい注文をr・しつけないで、柵沢

流の人間を解放する教宵を日lHせば、日本教育のおおきな久

liと言われる「いじめJを解〕Iすることがハ1来るかもしれない。

なお、元本側■日中■年 編著 『Jr隊 育Jの 論rt ― 「側

くための学習Jの 概巡』の内容構成は、次の迪りである。

序   本書の意味するもの          (元 木側)

第―V 非教育の論理 ―一 「教育Jの 誕Ji 不1'1とド眠 の

誤解               (日 1中|・イ「)

第二章 非教育の可能性 ――教育を脱llt築する C醐 実)

第二章 マンパワー攻策と非教育       (木 「lr)

第四単 「平和

"柚

国 家Jと 人間開発 一 ―教育の眠刺 の

検討                 (金 子勝)

第二十 戦争と平和をめぐる教育とjl教育の弁証法

( ,日正行)

第六章 教育概念と教育改革 ――労働と学習の結合の問題

(官坂法作)

第七章 ドイツ教育学における一般l・1冶 と職業陶冶の関係

一一菊i人文主義教育を中心に

第八章 職人のrL力形成論 一一その予付)|・j考察

(渡邊顕治)

第ソL華 管理された労働 ――企業内における技能形成のた

めの教悧 線 01Ⅲ奇昌■)

対談  人間形成のllt底とm業 人育成のあり方とは

(元木健×日中萬年)

あとがき

索|

(明石書店、2010年12月、4/6判 348ページ、4500円 +税 )

(佑々木英 一)
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