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《記録》

私の仕事

戦後教育学の総括とかかわって

堀 尾

輝

久

＊以下の文章は、本コースの前教授であり名誉教授である堀尾輝久氏が2005年度の総合演習（2005年７月21
日

於教育学部第一会議室）で報告された記録である。本号の紀要には、このときの報告をもとに戦後教

育についての氏の思いを論文としてまとめ寄せて頂くことをお願いしていた。
しかし堀尾氏から、
「この間、
国際学会での報告や教育裁判での証言を抱えて多忙を極めているため、改めて論文を書くということがで
きなくなった。できれば報告を文章におこしたものをそのまま掲載してほしい」という連絡があった。そ
こで、編集委員会としては依頼の趣旨をくみ取って、総合演習での堀尾氏の報告をそのまま掲載すること
にした。最初の部分に汐見氏による紹介がついているのは、それなしには報告の趣旨が理解されにくくな
ると判断したからである。

（編集委員会）

【汐見教授による紹介】

後教育をしっかりと調べたり議論したりするという
ことが、最近は少し曖昧になってきていると思いま

最初にちょっとだけ時間をいただいて堀尾先生の

す。で、一つのことを研究しようとしたときには、

簡単なご紹介と、今日のねらい等をお話いたします。

ある意味では共時的な、その時代に身を置いて多角

私達の世代にとっては、堀尾先生というのは知らな

度から分析していくという研究と、
通時的なですね、

い者はいないという、私にとっても、大切な恩師で

歴史の中において因果関係をできるだけ正確に再現

すし、私達の世代にとってまぁ、堀尾さんの教育学

していくという二つの方法を取らないと、一つのも

にいろいろ感銘受けて教育学に入ってきた人はたく

のはなかなか明らかにならないわけですが、最近そ

さんいるという先生ですね。

の歴史研究をきちんと踏まえた上で現代の問題に発

で、丁度今年戦後60年になります。このコースの

言するということが少し曖昧になってきているとい

これからの帰趨というのでしょうか、大学再編、教

う危惧を持っているわけです。そして自分が受けて

育学部再編ということを考えても、歴史研究だとか

きた教育だとか自分の頭の中に引っかかっている教

思想研究というものがこの学部の中でどう位置づけ

育のトピックや理論枠組みを唯一の手がかりにし

られていくのかということが、非常に大事なテーマ

て、
「戦後教育はどうだった、ああだった」
というこ

になっていく可能性がありまして、ということは裏

とを論じてですね、それで済ましてしまう傾向も無

を返せば、歴史研究だとか思想研究というものに対

きにしも非ずということですね。歴史研究というの

してそれほど重きをおかないというような動きも十

は、渦中にいなかったが故に見えるということを武

分予想される中で、敢えてここの研究の大事さとい

器にして理論化することが多いのですけれども、逆

うものを改めて主張していかなきゃいけない時期に

に、渦中にいればそうせざるを得なかったというこ

なってきていると思います。

とが見えにくいという面があります。渦中にいる人

それにしても、戦後60年でして、60年というのは、

間はその時代の理論枠組みでものを見るわけで、後

歴史研究の対象になる時期ですね。そういう意味で

の時代の枠組みで批判しても、簡単にわかったこと

戦後教育学というのを私達が本気で研究対象にしな

になるわけではないわけです。

くてはいけない時期に入ってきていると思うので

今宣言しておきますけれども、私は来年は学部も

す。率直に言いまして、戦後教育の実際の具体的な

大学院も全部戦後教育論をやります。きちんとそう

ところを含めてですね、自分の研究の一環として戦

いうことを勉強していかないと、学問の土台という
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のがやっぱりきちんと確認できないと思っているの

懇親会的な、忘年会を年末にやるんですが、その会

です。その戦後教育学の、ある意味では出発点から

には招待はあるんだけれども、何となく足が遠のい

渦中にいてですね、で、その戦後教育学の中からな

て、だんだん、自分の気持ちも東大から離れていっ

にを理論的なテーマとして抽出してくることが教育

ているなという思いを強く持っておりました。去年

学にとって生産的なのかということをある意味では

の暮れには、久しぶりに私は忘年会に出たんですけ

最も先鋭に考えてこられたのが、僕は堀尾さんだと

れどもね、私の同年の元同僚教師達、結構たくさん

思っているわけですね。で、そういう意味では戦後

いるのですけれども、ある共通の思いがあって、例

教育の生々しい現実というのも、きちっとその中で

えば、私の同年で教育学のスタッフだったのは寺崎

生きてきて、まだ感じておられるという、そういう

昌男、彼も学部長やりましたし、教育学会の会長も

存在でもありますし、その中から戦後教育学の構築

やりました。そして学校教育の稲垣さん、教育史の

のためのさまざまな理論構築の努力をずっとされて

宮澤さん、この４人は言うなれば同年なんです。で、

きたという意味では私達においては非常に大事な先

それぞれ、大学を去った後、何となく皆、足が遠の

達なわけですね。その堀尾さんが私達のコースの人

いているという感じを持っているんですよね。

間に、ぜひこういうことは考えて欲しいとか伝えた

そんな中で教育学自体も私などから見ているとど

いということを、今日さまざまに話してくださると

こに行こうとしているのかということがよく見えな

いうことで、
私達はそれをしっかり受け止めながら、

くなってきていまして、
「これでいいんだろうか」
と

先達と後に続く人たちが、いい意味でですね、意見

いう思いをかなり強く持っています。それだけに、

交換をしていくというそういう場がもてればという

戦後の教育と教育学批判ということがひとつの、恐

ふうに考えています。

らく共通の課題意識に若い人たちの中では共有され

で、院生からは「70年代に絞って」という希望が

ていると思っているのですが、
批判はいいのですが、

出されていますけれども、堀尾さんからすればです

私はきちんとした総括、批判的総括が必要だという

ね、「なぜ70年代に絞ることが出てくるのか」
という

思いを強く持っているのですね。その総括を抜きに

こと自体が論争的なテーマであるということになり

批判をして「戦後教育学はダメなんだ」というとこ

ますね。ですからそのあたりも率直に議論されれば

ろで若い人たちが自分達の研究の第一歩を踏み出す

よいと思っています。

ということでは「本当にいいんだろうか」という心
配もあるし、僕らの世代にしてみると、
「我々がやっ

【堀尾名誉教授の報告】

てきた仕事って何だったの 」という思いに駆られ
る。そういうことでもあるんですね。

最初に挨拶を兼ね、堀尾です。わたくしは93年の

そういうなかで、この史哲研究室では、２年前に

３月にここを退任したんですけれども、そのあと中

なるんですか、大田堯さんのインタビューがありま

央大学に９年ばかり勤めていました。

したよね。史哲『研究室紀要』に載りましたけど。

今日、ここに呼ばれたことはありがたいことで、

西平さんと院生がやって。ああいう形で総括を始め

感謝しております。研究室を去ってから、研究室と

てくれるのかなと思っていました。それだけに私は

の関係で院生と話すことはなかったのですね。私の

「そ う い う 繫 が り で 第 ２ 弾。大 田 さ ん の イ ン タ

中央大学のゼミには来てくれた院生がいますし、そ

ビュー、それで僕もなんかやってくれるのかな 」

れから、やや私的に「比較教育思想研究会」という

と、そういう思いで僕は引き受けました。

のをやっているのですが、これは東大の最後の頃に

その大田さんと最近話す機会があったんですけれ

始めた私の研究会なんですけれども、これはいまだ

ども、大田さんは実に元気で、いま「君が代訴訟」
、

に続いていて、かつての指導生だけでなく、いろん

これは東京都の高等学校の教師達が「君が代」を歌

な関心のある人たちが来て下さっている。その中に

いたくない、歌わないと処分される、しかし歌う義

は、この史哲の院生も顔をだしてくれている。そう

務はないはずだということで、
「国歌斉唱義務不存在

いう関係なのです。

確認訴訟」というのを起こしているわけですが、そ

この研究室との関係としましては、まるで公式な

の裁判が始まって、その研究者の第一回の証人のと

機会はなかったわけです。で、学部としては、毎年、

して大田さんが証言しました。これはつい先だって
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のことです〔第二回の研究者証人は私で、06年３月

があるわけで。ただ私がいま非常に気になっている

13日でした〕
。
そのときも会ってその後もお話しする

のは、本当に「戦後教育はダメだった、戦後教育学

機会があったのだけれども、大田さんは88歳、米寿

は誤っていた」という視点での、
「清算主義」的な批

が近い。大田さんも「今教育学はどうなっているん

判がかなり強く出ている。しかもそれが学会の中で

だ」との質問されて「僕もよく分かりませんよ」と

もかなり強い影響力を持ち始めていることに「本当

いうことで、そして「君なんか批判されているから

にこれでいいのだろうか 」という危機意識を持っ

まだいいよ。僕なんか無視されているから」という

ているということでもあるのです。

ふうに大田さんはいう。で、
「僕なんかは今批判され

今日は、初めての人も多いわけですし、品よくや

ているけれども、明日には無視されるんだ」と大田

りたいと思っているのですけれども。しかし下手す

さんにこたえました。

ると、危ないことになるという思いを持ってここに

つまりそれはね、そういう感情を僕の世代は持っ

座っているのでけれども、
今言ったことの次には
「な

ているということなんですよね。これはどう考えた

ぜ70年代なのか 」
という問題になるわけです。で、

らいいか。
「それは年寄りの繰言だ」
と考えて済ませ

率直に言いますと、
私は今井康雄さんの近著
『メディ

ていいことかどうかという思いが、私には強くあり

アの教育学』
（東京大学出版会）にも含まれている戦

ます。ここに今日うかがったのも、戦後教育と教育

後総括・教育学総括には非常に不満を持っておりま

学の総括的な、批判的な検討をやってほしい、丁寧

す。ただ、今井さんはわたしの研究会にも来てくだ

な学説史研究をやってほしいという思いがあって、

さって、そのテキストをもとに私はかなり言いたい

こういう機会だからぜひ訴えたいなぁという思いを

ことをいったという経緯がありますのでね、それを

持ってもいるわけです。

ここでくり返すのはあまり利口なことではないので
はないかという思いがありますが、多少は触れざる

丁寧な総括を

をえないでしょう。

戦後60年たって、戦後教育と教育学を総括する。

ひとつの流れとしては、去年の教育史学会のシン

その総括の仕方は当然色々あるわけですね。学説的

ポジウムでもこの戦後教育学・教育史総括が一つの

な総括だけではなくて「戦後教育の総決算」という

テーマになったのだけれども、あれをお聞きになっ

形でいま日本の現実の教育と政治は動いていること

た人がどう感じたかということにもなるし、これを

は皆さんご承知と思います。その場合の「戦後教育

「面白いシンポジウムだった」
という人もいれば、僕

の総決算」というのは憲法を変え、教育基本法を変

ら の 世 代 で あ れ を 聞 い た 人 は「な に を やって ん

えるということが中軸になっている「戦後総括論」

だ 」
って思いをみんな共有していたということも

があるわけですね。そういう中で戦後教育学を総括

後で聞いてもいるんですけれど、総括の中にも今や

するという。これが政治的にどういうコンテキスト

世代間の問題がでてきている。若い世代がどう考え

で役割を果たすかということについても私たちは十

るかということにもなるし、私たちは私たちの世代

分意識的であるべきと思うのですね。つまりこれは、

がやってきたことを正確に伝える、そして理解して

学問社会学的な、学問政治社会学的な自己意識を研

もらう、その上できちんと批判してもらい乗り越え

究者は同時に持たなくてはならないということを含

てもらいたいという、そんな思いが非常に強いんで

んで、自分達の研究の足場をどう見つめるかという

すね。そんなことをまずいっておきます。

ことにもなるのではないか、と思っているわけです。

そして、戦後教育学なのだけれども、戦後の教育

で、戦後総括ということでは、学会レベルでもい

学の中で東大の教育学がどういう役割を果たしたの

ろいろ、50年のときにもやりましたし、その前にも

か、そして、教育哲学教育史の研究室の面々がどう

やりましたし、私も戦後教育学の総括のシンポジウ

いう仕事をしてきたのかという総括は当然あってい

ムに出たり、教育実践と教育学がどういう歩みをし

いわけですよね。で、史哲の総括という場合にはそ

たかというようなテーマで報告したこともあるし、

の辺の問題意識も当然持っていいだろうけれど、し

あるいは「地球時代」につながる視点から総括をし

かし、それは決して史哲が戦後教育学を代表すると

たこともあるし、いま地球時代といったのはまたあ

いうふうな言い方をしてはとてもおかしいという問

とからお話をしますけれども、いろんな総括の仕方

題もある。
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戦後教育学と東大史哲

ら三つやってたんですね。だから私に教育社会学の

皆さん、
「戦後教育学」
といった場合に、誰の名前

助手にならないかと声をかけられたのも唐突なこと

を思い出すかということがありますよね。
「戦後教育

ではなかったのです。その後教育社会学が独立する

学を代表するのは堀尾である」ということで堀尾の

んですけれども。で五十嵐顕さんと持田さんが行政

名前がすぐ出てくるような戦後教育学イメージで

におられる。その次の世代が、私であり、寺﨑であ

は、それは非常におかしな戦後教育学イメージにな

り、稲垣であり、宮沢であり、という関係になって

るわけですよね。戦後の教育学部に関しても、ここ

いる。だから、僕たちが三代目だってのはまさにそ

には宗像誠也先生がおり、勝田守一先生がおり、そ

のとおりでしょ。
三代目で身上を潰すのか、
って感じ

して宮原誠一先生がおり、一番長老格に海後宗臣と

にもなるんですけど（笑）
。

いう歴史の先生がいる、この４人が中軸に戦後教育

ですから、今井さんが僕を戦後教育学の代表格と

学というものが作られていったということがあるわ

いうふうにいってくれているのはある意味ではあり

けですよね。それぞれ４人の方は、それこそ戦後教

がたいけれども、これは学説史の総括の視点として

育学を語るにあたって第一ランナーとして位置づけ

はね、どういう意味で代表しているのかということ

なければならない人なわけですね。忘れてはならな

を丁寧に言わない限り、これは根拠のないことに

い人。

なってしまいますよということにもなる。ですから

そしてその次に、大田堯さんが史哲ではおり、そ

私は丁寧に総括してほしいといと皆さん若い人に

の後に僕らの世代が続くという関係になっている。

いっているのは、ちゃんと第一世代からのものを、

僕は三代目なんですよ、同じ世代に寺﨑、宮澤、そ

それぞれ著作集が出ているわけですからね、勝田さ

して稲垣がいる。稲垣さんも学部では史哲でした。

んにしろ宗像さんにしろ宮原さんにしろ、そして海

戦後教育学ということでいえば、少なくとも史哲の

後さんのものも大事なものは読めるわけで、そうい

諸君は海後、勝田、大田、そして私たちのものもそ

うものを踏まえたうえで、それで第二世代の大田さ

ういう繫がりの中できちんと読んでおいてほしいと

んや清水さんや五十嵐さんや持田さんの仕事、これ

いう思いがあるわけです。

は第一世代との関係でもそれぞれ微妙な問題を持っ

私の直接の指導教授は勝田守一先生ですけれど
も、勝田さんは哲学からこられた方ですし、非常に

ているのですけれどね、そして第三世代の僕らの世
代があると。

視野の広い方でもありました。その勝田さんに学び

で、僕らの世代は、新制大学院になるわけです。

ながら、教育行政には宗像さんが、宗像さんは国家

で、新制大学の第一期生が山住正己さんなんです。

と教育の関係の問題を、正面にすえて教育行政学を

二期生が中内敏夫さん、三期生が僕らの世代になっ

やってきたし、宮原誠一さんは教育というのは学校

ている。山住、中内、堀尾ってのはしょっちゅう議

教育だけじゃないよ、広く社会教育、そして今の言

論してきた仲間だっていうこと。それから更に、為

葉で言えば生涯学習、そういう領域をやられたわけ

本さんという山形大学にいった、やはり哲学から来

ですね。で、特に宮原さんはNHKにもおられました

た人ですけれども、この人はディドローをやってい

からメディアの問題、メディアと教育の問題に非常

てフランス語が非常に読める人で。そういう仲間が

に関心を強く持っておられた。

いた。そして松野安男。彼はデューイの『民主主義

そして海後さんは非常に実証的な手堅い歴史研究

と教育』
、岩波文庫に入っているあの訳者です。ラテ

を戦前からやっていたわけですし、教育勅語の成立

ン語のできる小林博英さん。日本教育史の佐藤秀夫

過程などは戦前から丁寧な史料を集めて研究されて

さんは一年下です。それから、宍戸健夫さんも１年

いた方でもあるわけです。で、教育学部が独立する

上にいたんです。宍戸さんは今は日本の保育学会の

ときの中心人物が海後さんであったということもあ

重鎮です。そういう意味ではこの史哲には、いま汐

るわけですけれども。で、寺﨑昌男さんは、海後さ

見さんが保育問題の権威者のようですけれども、宍

んの指導生なのですね。で、その次の世代が大田堯

戸さんという大先輩がいるわけですよね。というこ

さんであり、教育社会学でいえば清水義弘さん。教

とは保育問題、幼児教育問題も、この史哲の問題関

育社会学は、かつては教育学科の中にあった。つま

心の中に共有されていたことでもある。ですから僕

り史と哲と社会学と三つ、僕らの院生時代にはだか

も、幼児教育には非常に深い関心を持っていて、国
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際的にも調査をしたり、本も書いている［昨年・今

は入れる必要はなかったと思うのですね。で、そう

年とメキシコのモレリアで世界幼児教育者会議があ

いうこだわりが、これはなんと言うのでしょうね、

り、モレリア宣言の作成に参加］
。

非常にサイコロジカルな問題を含んであるからね、

で、さっき為本さんのことを少し言いましたけれ

みっともいい話じゃないんです。いまいっているこ

ども、為本さんたちと僕らは「むちの会」というの

とは。だけどもそういう問題っていうは、総括する

をつくってましてね、
「むち」
ってのは「恥知らず」

ときにいろいろ入ってくる問題だから、逆にきちん

であるということと「無知」と両方を兼ね備えた、

と抑制しなくちゃいけないということでもあると、

ひらがなで書く「むちの会」
ってのをやっていたんだ

僕は思っているんですね。で、反論は別にきちんと

けれども。で、よく話題になるアリエスなんかは、

書こうと思っています。

最初に研究会で扱ったのは僕らの研究会で、為本さ
んが、まだ翻訳がでる前ですよ、60年に原本がでて

私のやってきたこと

いますからね、紹介してくれて、そして一緒にやっ

いままで話してきたのは初めての人も多いから自

た。ですから、なんていうんだろう、なぜ僕がアリ

己紹介という意味でやってきたんですけれども、
で、

エスといったか、それから社会心性史的な問題、で

その自己紹介に関わって、もうちょっと、僕がやっ

フーコーの問題はあとでいいたいと思うけど、僕ら

てきたことを紹介したほうがいいと思います。東大

の世代はなんていうのかなぁ、少なくとも、みんな

でやってきたことについては93年の最終講義でもま

でいろいろ広い視点を共有しようとしていた世代で

とめて話しました。それは『日本の教育』という東

あったといっていいと思うのですね。で、当然内部

大出版から出ている、この中に最終講義が入ってい

では激しい議論もし、それぞれ役割分担をしながら

るのです。と同時のこの本それ自体、まさに最終講

やってきたところがあるんだけれど、また今井さん

義なんですね。13回、最後の学期にしゃべったもの、

になるけれど（笑）
、今井さんの総括の仕方だと「堀

つまり、戦後改革から現在までの問題史的な戦後教

尾は挫折して、もう、つまり命を失った。そして中

育史ですね。僕の概論はそれと発達論、幼児から青

内さんや宮沢さんはいい問題提起をしている」と、

年期にかけての発達論をあと半期でしゃべる、そう

こういう言い方している。「なにを言っているの

いう構造で概論を構成してきたんです。教育学概論

（笑）
…いや、それ、本当にそう思いませんか

」
勿

を一人でやりました。当然教育学をどう構築すれば

論僕も中内さんや宮澤さんの仕事は高く評価してい

よいかが課題でした。
発達論の内容はとりあえず
『人

ますが、異論もあり論争もしています。で、僕の
「挫

間形成と教育 発達教育学への道』岩波書店、1991

折」にはこだわって後でまた言います。

年を見ればわかる。で、この『日本の教育』はです

で、そういうことを含んで、だから総括する場合

から概論の半分です。で、13回講義した。そして最

にはそういう人的な関係なんかも知らないと、とん

後が最終講義というふうになっている。これは講義

ちんかんなことになるということがあると思うので

の記録なんですよ。で、一回でどれだけしゃべれる

す。で、僕は今井さんが最初にあの「公共性」の論

ものかということも含んで、割りに丁寧に再現して

文を書いたときは、あれ、広大から学芸大にこられ

いるんです。これは院生が中心に、起こしてくれて、

たあとでしたね。東大に対しては多分、
「あの連中な

東大出版から出してくれたんですけれど。…いまか

にやっているんだ」と。で、
「堀尾はあるところまで

ら読み直してみますと随分短い時間にたくさんしゃ

いい仕事したけれど、その先はダメだ」という仕方

べっているんだなぁと思いましてね。聞いている学

で、ある旗をあげたと、僕は思ったんですね。だか

生たちはこんなふうにしゃべられて本当にどうだっ

ら最初批判に対してもそんなにこだわらなかった。

たんだろうなぁと思うこともありますけれども。

だけどいまや史哲の中心にいる。しかも僕は以前今

で、東大でやった仕事の半分はこの中に入ってい

井さんに僕の論文についてこれとこれは読んだ上で

るし、最終講義は発達論に関して「なぜ発達論への

総括してほしいということも言ったんだけれども、

関心を持ったのか」というようなことを含んで書か

ほとんどそれは入れられてないままで総括された論

れていますので見てほしいと思うのですね。

文が『メディアと教育』という新しい本の第一章に
入っている。あの『メディアと教育』にはあの論文
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中大では教育法と比較・国際教育論

教育法学会の会長を２期やることになって、今年の

その後中央大学に行って、９年間お世話になった

５月まで私は教育法学会の会長やっていた。この史

のですけれども、実は中央大学では私の担当したも

哲にいた当時の私の意識からするとそんなことやる

のが、教育学の一般的なものと教職関係のもの。そ

こと決してなかったと思うのです。それは教育法の

れと、教育法学というものを初めて授業でやったの

専門家、
教育行政の専門家がやればいいことなんで、

です。それは中大で法学部からの依頼があり、文学

僕はサポーターに徹するという。そういう関係だっ

部との合同の授業です。ですから私は東大にいる間

たんですね。

は教育法学をやっているという自覚はなく、むしろ
意識的に拒否してきたところがある。私は教育思想、

国民の学習・教育権論

教育学をやっている。で、その視点から教育法には

にも拘らず僕のやってきた仕事が、
「国民の教育権

貢献はするけれども。で、教育法学会の成立したの

論」あるいは「子どもの学習権論」というふうなこ

は1971年ですが、そのときから僕は参加者ではある

とで、ある意味非常に法学的にも注目されるコンセ

し、そして『季刊教育法』という雑誌の編集に最初

プト、そしてそれは法学批判でもあったのです、憲

から関係したのですけれど、僕は、法学者としてで

法学批判を含んでの「国民の学習・教育権論」であ

はなくて、意識的に、なんていうかな、距離をとっ

り、憲法26条・23条の読み直しであり、子どもの権

て教育法学に参加していた。ですから史哲の例えば

利の視点の強調ということになっていたから、相当

私の指導生で教育法学的なこと研究している院生っ

に法学者に対する批判の意識を持って僕は論文を書

て、まず、いないです。それは、教育法がここでい

いたということがあったんです。それが、裁判など

えば教育行政の先生たちがやっているということで

でも注目されるところとなり、私も証言をし（これ

すから、ここでも僕はある意味ではサポーター的な

は『教育の自由と権利』に収録してある）
、杉本判決

関係を持っていたのですけれど、中大いって法学部

にも生かされる、そしてその筋で
「堀尾の学習権論」

から教育法やれという依頼を受けて、
「あぁ、そうい

ということが議論される。これはありがたいことで

うふうに認められてもいるのかなぁ」という思いで

はあるけれど、私の研究者としての思いは、
「子ども

引き受けてきました。

の学習権」の前に、
「子どもとは何か 」という問い

それと国際教育論というのもやりました。で、こ

があり、
「子どもの発達」
、
「子どもが人間的に成長・

れも私には、新しいテーマですけれど私としてはか

発達するとはどういうことなのか その中で
『学び』

ねがねやりたい思いをもっていた。つまりいわゆる

とはどういうことなのか 」
、
それを権利として自覚

比較教育というのではなくて、私なりの比較の視点

する場合にも、成長発達の権利、そしてそれと不可

を含めて、それを比較・国際教育論という枠でやっ

分の学習の権利、そしてそれにふさわしい「教育へ

てきた。

の権利」
、これは
「教育を要求する権利」
でもあり
「教

これが中大での私の仕事の中心でした。つまり…

育を批判する権利」でもあり、時には「教育を拒否

研究者ってのはやりたいことがやれるってのではな

する権利」にもなる、そういう構図で考えてきた、

いんですよ、必ずしも。与えられたポジションの中

その中軸に「子どもの学習権」というのはあるわけ

でそれを軸にしながらやらなければならないという

ですけど、それを法廷でも、そういう証言をしたわ

任務をもっているわけで。で、そういう意味では、

けですが、法学的なコンセプトとしては学習権とい

うまく、つまり、いいポジションにいる人はとても

うのはそれなりの重みを持ってきたということも

ラッキーでもあるし。東大にいれば、割と「やりた

あって、ある時期は「学習権の堀尾」と呼ばれたこ

いことやってんだ」ということで済むんですけれど、

ともあるわけです。それはそれでありがたいことで

一般的にはなかなかそうは行かないという問題もあ

もあったわけです、が。

るのです。私は中央にいって教育法学と、それから、

この法学的な研究というのは、その後、私として

比較・国際教育論をやったことを、それはそれで新

は、著作物では私は教育基本法や憲法を支えている

しいチャレンジでありがたいことだったと思ってい

思想、その精神は何かということで研究してきた一

ます。

つの筋があります。その筋はずっとやってきたわけ

で、教育法に関していえば、教育学会の会長の後、

です。で、この「70年」という言い方をする人は、
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つまり「堀尾たちの議論は、60年代は有効だった」

僕は私事性という言葉は誤解されているという思い

と。しかし「70年以降、挫折して効力を失った」の

は最初から思っておりましたから、別の表現をでき

だと、こういういい方しているわけです。だから
「70

るならしていきたいという思いも持っていたことも

年以降の問題とは何なのか、それに対して堀尾は何

確かです。もともと「私事性」というのは国家に対

をやったのか。有効な議論をやっていないではない

する私事だというのが、
最初のポイントですからね。

か」ということが、つまり問題意識として出てくる

そして一人ひとりの人権としての教育という視点が

と思われるのですね。で、僕から言わせれば、
「挫折

それに重なっている。そしてそれがどういう公共的

などしてないよ。私はまだ生きていますよ」
、こうい

なものと繫がっていくのか、創造するのか。これは

うことになるし、その後も本を何冊書いたか。重い

最初からの僕の問題意識なんですね。

けど今日持ってきたのですが、これらは全部70年以
降の僕の本ですよ。70年以前には一冊も本書いてな

で、公共性に関していえば、ですから最初の「私
事性」の論文といわれる、58年の『思想』論文から、

いですから。その意味では僕の仕事は全部70年以降

「私事の組織化としての公共性」というとらえ方を提

でしょ。だけど「堀尾たちの仕事は60年代有効だっ

示したのです。つまり公共性を否定するのではなく

たけど70年代には挫折した」、そしたら、
「僕はどこ

て、
公共性が国家に独占されているような公共性を、

に立つ瀬があるの

何とか我々の方に回復したいというという、そうい

」ということにならざるを得な

いじゃないですか。

う思いを持って、しかも「個」というものを、そし

それにここ十数年は、中央大の比較・国際教育論

て「個」というのは子どもであり、人間一人ひとり

をやっていたことも一つの機縁ですが、東大時代も、

であり、そして家族の問題を通していえば親と子の

それだけではなくて私自身、現代というものをどう

関係の中での私事という問題であり、そしてそれが

とらえるかで、これを「地球時代」というふうにと

学校というより開かれた世界の中ではこれはどうい

らえようという問題提起もしているわけですね。広

う関係になっていくのか。親権の、親権それ自体が

大の大学院で井上星児さんのところで隔年にこの

既に子どもへの義務性を軸に大きく転換していく時

テーマで集中講義ができたこともありがたいことで

代に、その親権・義務性を軸にした親権と、教師の

した。井上さんは史哲で、私の指導生でした。

教育の責任と権限の関係はどうなるのか、そういう
構造の中で「専門性」そのものを問い直す。そこで

近代主義か

「親義務の共同化としての公教育・学校」というよう

ところで「堀尾は近代主義者である」という批判

な言い方もしたわけです。で、それは確かに原点と

もいろいろあるわけです。一般的に「堀尾＝近代主

してずっとあるわけです。その後は私自身は「私事

義者だ」といわれているようですね。でもそれも僕

性」という言葉はできるだけ使わないようにしたの

には本当に理解できない。なぜかというと、僕は確

だけれども、それは誤解されるのがいやだからなん

かに近代教育の理念がどういうものだったかを提示

であって、考えていたモチーフそれ自体はその後の

するためにいろいろ仕事をしたことはあります。そ

論文、例えば『人権としての教育』の中で展開され

れは60年代、僕のドクター論文ですから、むしろ50

ていると、僕自身は思っているわけですね。

年代の最後の頃から構想していたことです。そして

で、それでは私事を軸にした、私事性を軸にした

「私事性論の堀尾」といわれる。「私事性論」の論文

公共性というのはどういう、組織原理、どういう組

を僕書いたのは1958年ですからね。ですからこの頃

織の方法を持って公共的なものを作り出していくこ

の堀尾の論文読んでいる人は「堀尾まだ生きている

とになるのかというところが、実は現在も共有され

の 」と思っている人もいると思うのです。まだ僕

ていい問題なんですね。公共哲学の問題意識もそれ

が院生の最後の頃、勝田さんとともに、共著で『思

と重なっている。で、そういうふうに問題をとらえ

想』に書いたわけですけれども（『現代教育の思想と

てくれれば、その先堀尾の議論は不十分なところが

構造』に付論として入れてあります）
。その私事性と

いっぱいあるわけですよ。だからそれは大いに議論

いう言葉だけが依然として一人歩きしているのも、

してくれればいいし、たまたま今度出た『教育学研

僕には、
「これは学説の問題としてどういうことに

究』に、高橋哲さん、彼は若い研究者でいま東北大

なっているのか

学の院生ですけれども、公共性論の論文を書いてい

」、という思いが非常に強い。で、
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ます。で、この論文なんかはかなり丁寧に僕の議論

たのか、しかもそんな大風呂敷に近いタイトルをつ

や、僕だけでなくてその「国民の教育権論」の、例

けたのか。この本の第１章が「近代教育の理念と現

えば兼子仁さんや、あるいは永井憲一さんとの違い

実」という章ですよね。そしてこの章で僕は、近代

も含めて整理もしているし、もう一つの視点は憲法

における教育の現実というものが多様である。多様

学で公共性論がどういうふうにいま議論されている

といっているだけではなく実は３重構造という言い

のか、その両方を繫ぐような問題意識で問題点を整

方をしているわけですけれど、３重構造でとらえて

理しています。で、僕自身これ、なかなかいい論文

いる。そしてその中の一つに、近代教育の原則とし

だと思います。もちろん言いたい点はあるんですけ

て非常にポジティブな原理が提示されている動きが

れども、それはそれでいい。こういう論文、理論総

あると、それは近代教育原則という形でまとめるわ

括の論文として…こういう論文が出てくればいいん

けです。で、それは僕らが戦後改革つまり憲法・教

じゃないかなぁ、と思っていますけれども。

育基本法を支える理念は何なのかというときにも一

で、その際、学説史的にやろうとする場合には、

つの大事なレファランスとして考えていいことだ

初出の論文、その論文はいろんな本に収録されます

し、今の教育体制、憲法・基本法体制、更には子ど

から、初出がいつなのかということは、ぜひきちん

もの権利条約も含めて、それを支えている思想は何

と書く必要があるんですね。そうでないと学説史研

なのか

究にならない。と同時に、その論文がその後どうい

していい、という風に思っているのです。

という風に言う場合に、先ず近代から出発

う本の中に入っているかということも触れておいた

もちろん近代からではなく、古代から当然考え

方がいい。その際どこが書き換えられているかにも

たっていいんじゃないの という発想はありえま

注意を払うことが必要ですね。

す。で、僕はそこまで丁寧に追えなかったというだ

誰が先に言った議論なのかというようなことも含
めて、これは学説史を見る場合の、一つの、僕が言

けの話、という風にそこは考えてくださればいいの
ですけれど。

うまでもない、作法といいますかね、アカデミック
なルールであるわけですから。つまりそういうこと
が無視されている総括論文では困るということでも
あります、逆に言うと。

フーコー問題
で、この３重構造という問題提起の中には、
「フー
コー問題」が実は入っているのです。その頃はフー

で、中大での最終講義には二つあって、一つは国

コーのものは何もまだ出ていません。だからフー

際教育論と教育法を軸にした学生たちへの最終講義

コーは引用していない。しかし、パノプティコン学

と、もう一つですね、人文科学研究所というのがあっ

校という捉え方は、この本で僕はしているのです。

て、そこで報告したものがあるのです。そこでは僕

つまり三重構造の一つ、これはパノプティコン。で、

は発達論、つまり学部でも…東大でも十分展開でき

ベンサムのパノプティコン学校構想を引きながら、

なかったし中大ではそういう議論をする枠もなかっ

それが大衆教育ではだんだんと支配的になってくる

た、しかし
「本当はこういうことやりたかったんだ」

という、そういう構図でとらえているわけですよ。

ということで、
「総合的人間学としての教育学の可能

で、それと近代原理、つまり人権としての、そして

性」ということで、人文科学研究所で話題提供して

人間の成長発達を軸にした教育を考えようとする、

いるのですね。そして他学科の先生たちと議論した

端的にいえば例えばフランス革命期のルソーやコン

という記録もありますので、置いていきます。

ドルセ、あるいは革命を支えている思想、そういう
近代の原理と、パノプティコン構想というのは全く

時代区分の問題

異質のものですよね。で、現実の近代の教育という

で、さっき時代区分の問題ということでが話が逸

のは、パノプティコン構想を軸にし、そして国家が

れちゃったのですけれども、私が「近代主義者」だ

道徳の教師であるという、そういう原理が、だんだ

と呼ばれる理由はほんとうは何もないのです。とい

んと広がっていく。しかもそれは近代の原理からす

うのは僕は『現代教育の思想と構造』というタイト

れば「例外」的であったものが、1870年以降はまさ

ルのドクター論文を1961年に提出します。で、同じ

にそれが「原則」になっていくという、こういう捉

タイトルで本にした。で、なぜ「現代教育」といっ

え方しているわけでしょ。だから、この問題に関す
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る限り、僕の方がフーコーより、より歴史的に、そ

ていないが故に容易に国家社会主義に転換されてい

して正確に事態を捉えていると、僕は本当に思って

くというそういう問題にもなる。第一次大戦は社会

いるのですよ。

主義の分裂として捉えることもできるし、更に、ロ

で、フーコーは近代教育全体をパノプティコンと

シア革命以降の社会主義と現実がどうだったのか、

いっているわけでしょ。で、彼がモデルにしている

こういうことがあるから、いまや社会主義なんてい

のは、フランスの非行少年を扱っている学校。
ロワー

うものは理念としても考えている人は非常に少なく

ルの近くのメトレーにある。僕はそこの学校にも

なっているけれども、しかし少なくとも歴史的にや

行ってきましたけど。で、それを近代学校のモデル

ろうとする場合に1870年代以降の、国家と民衆の関

にして、近代学校すべてがパノプティコン学校構造

係をどう捉える直すかというその理念の問題でいえ

を持っているように書いている。私はフーコーは歴

ば、やはりそれはマルクスを抜きに理念は考えられ

史学的にいうと相当に問題がある、と思っているの

ないという問題があるわけです、あったわけですよ

です。ただ彼のパノプティコン構想は、まさに現代

ね。そしてマルクスからレーニン、スターリンと一

日本というか、つまり1870年以降の社会の状況、更

直線上に結びつける限りにおいて、社会主義はマイ

に、現代の日本には一つの重要な分析の視角として

ナス・イメージでしかないわけだけれども、私はこ

適用できる。僕はそういう評価をしているのです。

の第２章で捉えた現実に対する批判としてはマルク

このことは『現代社会と教育』岩波新書、1997年に

ス主義を考えていたわけですね。

も書きました。
そういう捉え方をしているわけですから、僕が
「近

マルクスと近代

代主義者」といわれる理由がほんとうによく分から

で、マルクス主義と近代の原理がどう関係するか

ない。ただ近代の原理を、例えばコンドルセや、ル

というのが、
実は私のそのときからの問題意識だし、

ソーやを、私自身の思想を語る際にしょっちゅう引

今でも問題意識として持っているわけです。別の言

いてますからね、そういう意味では言われたってか

い方をすれば、自由と民主主義とコミュニズムの原

まわないというふうに思っているのですけれども。

理というものがどういうふうに関係するのかってい

だから、この、ドクター論文は第１章に意味がある

うことですね。で、この問題は解けていないともい

のではなくて、第２章、独占・帝国主義段階におい

えるし、僕は一貫してその問題にこだわり続けてき

て教育がどういうふうに変わっていくのか、その構

ている。で、このドクター論文書いたのは25歳から

造はどうかわるのか、つまり近代の教育とそのイデ

29歳で、
その問題意識は僕は、
そのままいまだに持っ

オロギーと思想、そして1870年以降の大きな社会の

ていることを、先ずいわなければならない。教師に

構造変化の中で教育がどう変わっていくのか、教育

なってすぐの頃、大学院で初期マルクスや疎外論を

の果たす社会的役割がどう変わっていくのか、公民

やったりもしたのです。

教育の問題もそういう中から出てくるわけです。で、

と同時に、近代という際にも、理念としての近代、

その公民と市民の関係、あるいは市民と人間の関係、

現代と段階区分をして、古典近代というのが言うな

そういう問題をずっと僕は根底にしながら、人間の

れば18世紀近代のイメージですね、で現実には19世

中にどう公民性を取り戻すかと、それは近代が提起

紀の、まぁ30年代くらいまで。で、その後、特に70

したというよりマルクスが提起した問題なのであっ

年代以降を現代というふうに捉えている、つまりこ

て、これはまだどこも解決していないということで

れは帝国主義の段階、あるいは経済でいえば独占資

もあるわけですよね。

本主義の段階。で、国家論で言えば帝国主義国家の

で、この帝国主義以降の教育の在り方をどう批判

問題が出ている。
そして福祉国家の原理が出てくる。

するかというそのコンテキストの中で、近代の原理

「ニューリベラリズム」という言葉は、実はその時点

というのは一つの大事なレファランスになることは

で使われるわけですよね。だからいま「ニューリベ

間違いない。と同時に同時代的な発想で言うと、こ

ラル」というけれどもちっとも新しくはないのです

の帝国主義批判の思想というのは社会主義だったわ

よ、本当は。だから僕の本にはその時代のニューリ

けです。

ベラルがどういうものだったのか、それが国家とど

その現実の社会主義がまた近代の原理を媒介にし

ういうふうに結びついているのかということを書い
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ているのです。

あると書いたか。このドクター論文で書いた近代と

そして、二部では各論として、第一章が「教育を

いうのは古典近代で、現代と書いた1870年以降これ

受ける権利と義務教育」、で、第２章が「教育と平等」

はレイト・モダン、つまり近代後期。で、この中に

をめぐる問題、教育機会の均等論批判、ここで平等、

はファシズムの問題も入る。そして1945年以降を新

公正、均等、この３つのコンセプトをどういうふう

しく現代というふうに捉えなおしたいというのが、

に組み重ねて新しいコンセプトとして「正義の原則」

この『日本の教育』の第１章。最終講義で僕は非常

を提示することができるかというふうに考えて、こ

に意識的に時期区分論を提起しているのです。で、

の第２章を書いたのです。で、川本さんがおられま

この1945年以降を、現代というと。

すけれども、川本さん是非この章は、読んでほしい

この1945年以降を一つの大きな区切りにするとい

なぁと思うのですね。問題意識はかなり重なってい

うのはこれはある意味では分かりやすい。そういう

ると思うのです。私なりに正義論をここで書いてい

見方は、国際…世界史的に見たってそうですし、そ

るわけです。ロールズの正義論はまだ出ていない頃

れをどう自覚化するかということになるわけです

です。

し。そしてそれを僕は「地球時代」の入り口という

時代区分の問題で言うと例えばこのドクター論文

ふうに捉えようとしているわけです。だから時期区

で
「現代教育」
とあえていったのは、
「近代ではない」

分論という意味で言うと、古典近代、それからレイ

ということを含んでいるわけですよね。で、近代と

ト・モダン＝後期近代、そして現代。現代は1945年

現代との関係がどうなっているのか、現代の問題性

を時期区分にする、その現代の特徴を私は「地球時

をどういうふうに克服するのかという課題意識で、

代」への入り口というふうにとらえているというこ

そのときの一つのレファランスとして、近代の、
エー

となんですね。

トスという言葉を使ったり理念という言葉を使った
りしているわけですけれども。それは３重構造の一

地球時代とは

つなのですよね。で、その理念はコンドルセやトマ

で、なぜ地球時代なのか、地球時代という言葉は

ス・ペインに代表されるようなことろがあるわけで

最近は割に使われるようにもなってきたけれど、僕

すけれども。

は最初から定義をして使っているわけです。それは

で、そういう時代区分では、それこそいまは戦後

どういう定義かというと、
「この地球上に存在するす

60年ですから、
「現代というのはどこまでが現代なの

べてのものが、運命的な絆によって結ばれていると

か」という問題が当然出てきているわけですね。つ

いう意識、あるいはそういう感覚が地球上に共有さ

まり、ドクター論文書いているときは、まだ1959年、

れていく時代」
、
これを地球時代と呼ぶというふうに

60年ころですね…。で、そのときから問題意識とし

定義しているのですね。そしてその地球時代の入り

てはあったのだけれども、自覚的には表現できな

口が1945年ではないかと。

かった。で、それは日本の戦後、日本の近代・現代

それではなぜ1945年か。それは世界大戦、まさに

をどう捉えるかという問題を一層自覚する中で、そ

トータル・ウォーとして戦われた戦争が終わった、

して日本にとって近代・現代というのはやはり1945

そして新しい平和をどう作るかという仕方で、この

年というのが一つの大きな区切りになる。

世界の良識が動き始めた。で、世界人権宣言が出さ
れ、人権もフランス人権宣言、象徴的にいえば、一

時期区分の修正

国の人権宣言から世界人権宣言へ広がっていく、そ

で、この区切りというのは日本の歴史の区切りだ

して国連ができ、国連憲章ができ、新しい平和へ向

けではなくて、実は世界史においても大きな時期区

かっての動きが始まる。その前提にはあの戦争が核

分になるのではないのかという思いが、その後非常

で終わったということ。まさに核時代の到来という

に強くなってきまして。そして、この最終講義の、

のも、この地球時代の一つのメルクマールにしてい

『日本の教育』
の第１章に実はそのこと書いているの

るわけです。で、核戦争が起これば、もう本当に、

です。現代とはどんな時代か

で、ドクター論文で

いうなれば全人類の消滅の時代というふうに考え

書いた近代・現代の時期区分というのは、これは修

る、そういう意識が広がっていかなければならない

正する必要がある。どういうふうに修正する必要が

し、広がりつつあるということでもあるわけです。
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更に環境問題も、地域的な公害からまさに地球環

ネガティブな要素をいう必要はもちろんないけれど

境へというふうに問題意識が広がっているのが現在

も、もちろん宇宙開発の問題だって、実は各国のい

ですよね。で、これも別に1945年に結びつけなくて

うなれば戦略構想と結びつき、戦争の武器の開発の

もいいけれども、やはり核実験の問題やあるいは戦

ために宇宙開発競争もあったというふうに見れば、

争の被害というものがいかに環境を破壊するかとい

これだって褒められたもんではないといえるかもし

うことで環境問題への着眼というのは別に、1993年

れません。

のリオデジャネイロのあの国際会議から始まったな
んてことではないのですから。

いずれにしてもそういう時代が現代、で1945年以
降のまさに現代我々が住んでいるこの時代の教育の

更に宇宙科学の発展というものが、地球を外から

課題は何なのかということが問われているわけで。

見るという。スプートニクというのはまさにそうい

私は平和や人権や、そして「共に生きる」というそ

う象徴的な意味を持っているわけですね。地球を地

の共生の理念が非常に大事になってくる。これがこ

球の外から人間が見たという。そういう意識が共有

れから教育の中身を考えようとする場合のやはり中

されてきている。で、ガガーリンが初めてスプート

心的な核になっていいのではないか。

ニクに乗って地球を見た、その感覚、僕らは直接に

更にそれを別の視点からいえば、生命の「せい」
、

はそれを体験してはいないけれども、あのスプート

生活の「せい」
、性の「せい」
、そして政治の「せい」
、

ニクから地球を見た、その目はいまわれわれは共有

更に聖なるものの
「せい」、そういったものを課題化

できるわけですよね。経験として共有できる。体験

して教育の内容として構成するという、そういうこ

としてではなくて、経験として共有できる、という

とがこれから大事になってくるのではないかという

ふうに僕は思っているのですね。

ようなことを考えていまして。

ここで、体験と経験の問題というのは、なかなか

で、
『地球時代の教養と学力』
（かもがわ出版、2005

難しい問題で、西平さんの本にも…実は西平さんの

年）という本を、これ出たばかりなんです。まだ見

本も、私の研究会で取り上げたのですけれど。僕は

本本で、発売日が８月１日ですけれどもね
（笑）
。見

ちょっと違ったコンテキストで、まぁ森有正さんと

本本送ってもらったら誤植が多いのでまいっている

は違ったコンテキストでこの二つの違いを使い分け

のですが、こんな本が出たばかりなので、持ってき

しようとしているのですが、例えば、核を体験した

ました。後でちょっとご覧ください。

のは広島や長崎の人たちですよね。本当に体験した
人は生きていないということになるわけですけれ

教育を拓く

ど。しかし、その同時代の人、例えば僕は体験はし

それから、
今やっている仕事というのはもう一つ、

ていないけれども、核の恐怖を共有しているわけで

『教育を拓く』（青木書店）
というタイトルの本です。

す、広島・長崎の。それは日本人としてだけではな

そしてサブタイトルに「教育改革の二つの系譜」と

くて、あの時期に地球上にいた人間全部、そしてそ

しました。で、序章が、 日本の教育この100年の総

の後に生まれた人間全部が核を経験しているわけで

括と展望」で、平和、自由、人権と公共性、ここで

すよね。それは意識化すればいいこと。そういうこ

も公共性の問題をかなり書いているのですけれど

とを含んで、地球時代が始まるんだ。しかしその後、

も、これは民主教育研究所の年報2002年に書いたも

依然として紛争は続き、戦争は絶えず、地球時代と

の。で、この第１部の、戦後改革の精神、ここの４

いう言葉も、もしきれいなイメージを持って語られ

つの論文はいずれも70年代に書いた論文です。教育

るのだとすれば、とてもそうじゃないよということ

改革をする一つの視点としてこの論文集を組みまし

になるわけで、そもそも地球時代というのは、そう

たので、そういうものが軸になっているわけですけ

いうネガティブなファクターを媒介にして、つまり

れども、憲法・教育基本法問題。この教育基本法の

戦争の問題、核の問題、あるいは環境汚染の問題、

改正問題というのはそれこそ繰り返し繰り返し続い

そういうものを媒介にして「これではいけない」と

ているわけですから、この第一論文は、ちょうど基

いう意識が地球時代の意識に繫がっているのだとい

本法30年（1972年）のときの論文です。改革の精神

うことですね。

をどう受け継ぐのか。その教育基本法を捻じ曲げよ

そして宇宙科学の発展は、これはもう一つの視点。

うとする動きがどういう仕方であるのかということ
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を含んだ論文でもあります。そして、
「教育の平等と

校づくり」
、そして学校への参加論、あるいは三者協

個性化」
、この平等と個性化というテーマの立て方、

議会、父母と生徒が参加して学校のあり方を検討す

そして「価値意識の変革に向けて」、あるいは第２部

るという、そういう動きも各地に、…「各地に」と

の「教育における能力主義の問題性」というのもあ

いうとちょっと大袈裟になりますけれども、新しい

りますね。で、この能力主義教育の問題性、それも

芽としてできているのは確かなのですね。で、そう

教育的価値の視点から、あるいは能力主義と子ども

いうものを軸にしながら教育改革を考えようという

の学習権、この三つの論文をここで入れていますけ

ことになっています。そして、おわりにの「教育改

れども、実はこの辺は、既論文集に入っていたもの

革の二つの系譜」
、
これは教育学会の教育改革特別研

なのです。青木の『現代日本の教育思想』
の中に入っ

究委員会というのがあって、そこの委員会の代表を

ていた論文です。で、これも本が出たのは76年。で、

僕はやっていたわけですけれども、報告書が去年出

今度の本にも入れた。ですからこの本はあの本の現

ました。幹事は児美川孝一郎君。その報告書の巻頭

代版なのです。そして第３のパートが臨教審と教育

の、歴史的な総括の論文、私が書いたものですがそ

改革。臨教審問題をどう考えるかというもの、臨教

れを最後に載せました。で、資料として、
「未来世代

審の時には教育に対する国家支配の問題と、
「自由化

へのメッセージ」
、
地球時代の入り口に立っていると

論」。
オピニオンリーダーたちは自由化論で臨時教育

いうことで、これは「日本の教育改革を共に考える

審議会を指導していったわけですよね。ですから批

会」
、私はその代表の一人でありましたし、この報告

判の視点はむしろ自由化論批判ということになりま

書を作る起草委員会の委員長もやったのですけれど

す。その自由化論は能力主義によって教育を再編す

も、いうなれば集団の仕事。その「未来世代へのメッ

るという発想と結びついているわけですから、この

セージ」を資料として載せています。で、この本が

２と３は大きく重なった問題だというふうにいって

来月の早々に出るのです。

いい。
そして第４部が教育改革と教育基本法。このテー

新版 教育の自由と権利

マは、教育基本法研究会（史哲）の人たちは読んだ

で、青木からは実は『新版 教育の自由と権利』と

と思いますが『いま教育基本法を読む』という岩波

いう本が、これも二年前に出たのですけれども、こ

書店の本、これは二年前に出した。つまり現在の改

れは『教育の自由と権利』という古い版が、76年に

革論の中で出したもので当然改革論の歴史的系譜も

出ていて、それに新しいものを加えて出している。

整理していますから、こういう本と重なる部分では

そのサブタイトルは「国民の学習権と教師の責務」

あるのですけれども、同時に、子どもから、地域か

となっている。で、これは初版の『教育の自由と権

ら、草の根からの改革をというのは、実は私たちが

利』
にも同じ副題を出している。だから、
「相変わら

「みんなで教育改革を考える会」というのをつくっ

ず同じこといっている」
ということでもあるのです。

て、そこで教育改革を論じ、議論したわけですね。

と、同時に最近は「学習権論は教師の教育権の独

そういう議論を一つの下敷きにしながら、この教育

断的な行使を許すための論理装置に過ぎない」と

改革を問題にしているものでもあります。それから、

いった批判をする人（西原博史氏など）がいるので

「教育基本法問題の構造」は、
『法律時報』の教育基

すけれども、そんなことは全くナンセンスであると

本法特集（2003年12月）の巻頭に書いた論文です。

いうことは、これを見ればよく分かるはずですし、

で、第５部が「私たちの目指す教育改革」というこ

僕自身教師に関しては「教師の教育権」という言葉

とで、この地球時代を拓く力を、あるいは公教育を

は、できるだけむしろ避けるような仕方で「教師の

どう考えなおせばいいか、更に子どもたちの声を聞

責任・責務と権限」という言葉を使っているのです

くことを通して、そして子どもから、地域から、草

ね、この70年代の半ばから。
「教育権」
という言葉を

の根からの改革をどう進めるか。その改革を進める

全然使っていないわけではありませんよ。だけども

運動それ自体に公共的なものを作り出す力があるの

その「教師の教育権」の「教育権」と「子どもの学

だ考えているわけですし、それに加えて、そういう

習権」あるいは「国民の教育権・学習権」といって

運動的なものだけではなくて、実際に例えば、各地

いるのとは、オーダーが違うわけです。それは国民

でいま新しい動きとして出てきている「開かれた学

との関係で、子どもとの関係で教師の専門性、その
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専門性に基づく責任の問題、責任と権限の問題とい

しかし実は、ILO・ユネスコ勧告にもその前文のと

うふうに考える必要があるということを僕は早くか

ころでですね、子どもの権利宣言についてちゃんと

らいっているわけです。だから教師の独断を許すよ

リファーしているのです。子どもの権利宣言という

うな学習権論ではないということははっきりしてい

のは1959年ですね、ですから、当然子どもの権利と

るわけです。むしろ教師に非常に重い、なんていい

の関係で教師の責任の問題をILOも意識していた。

ますか、厳しい研修の内容とそれから責任感を求め

で、その後も実はリヴァイスする、そして書き直す

ているということで、堀尾の教師論は「しんどい教

かどうかを２回ばかり議論しているのです。そして

師論だなぁ」というふうに現場の先生からはいわれ

本文そのものは書き直す必要はない、しかし、その

ている。でもそういう教師論を受け入れている教師

解釈は新しい国際動向を踏まえて解釈をされればい

たちはたくさんいるのですね。

い、と、そういう捉え方をしているのです。ですか

それからもう一つ付け加えると、
「教師の責任」
の

ら僕はその辺を強調して解説を書きました。ILO・ユ

問題は、当然「誰に対する責任か」ということがあ

ネスコ勧告の中の教師の専門性にかかわるところ

るわけで、基本的には子どもに対する責任でしょ。

で、それはアカデミックフリーダムの問題も子ども

で、ILO・ユネスコ勧告というのが1966年に出て、そ

の権利との関係で捉えなおす、少なくともその視点

してそれがたなざらしになっているように思えたん

を持たない限り、教師の独断を許すという危険性が

だけれども、いまの日本の東京の行政のあり方は、

ある、そういう視点を含んだ解説を書いたのです。

これは本当に大変なことだということで、実は全日

で、これは、やはりいまの論争状況を僕なりに意識

本教職員組合がILO・ユネスコにアレゲーションと

しての解説でもあったわけですが、そんな本も出て

いう項目を使って申し立てをしたのですよ。そうし

いますので、これも見てください。教師の専門性と

たら、ILO・ユネスコは丁寧に申し立て資料を調査し

いう問題に関心のある人は。

て、政府関係者に「それは非常に問題だ」という勧

で、子どもの権利論についても、発達論について

告を出したのです、去年。で、その勧告を、僕らは

も、大分誤解されているようですが、もう時間がき

本にしたのです（『日本の教員評価に対するILO・ユ

ていますね。
『人権としての教育』（岩波書店）の子

ネスコ勧告』
つなん出版）
。で、僕はその解説文の冒

どもの権利論、
『子どもを見直す』（岩波書店）
、
『子

頭を書いています。教師の責任と権限の問題、ILO・

どもの発達と子どもの権利』
（童心社）
、そして『人

ユネスコ勧告がいう教師論も、実は子どもの権利条

間形成と教育』
（岩波書店）などをきちんと読んだ上

約とワンセットに読まれない限り、これは教師の独

で批判してほしいと思います。あとは質疑・討論に

断を許すような使われ方をしないとは限らないとい

しましょう。

う問題があるわけですよ。ILO・ユネスコ勧告が66
年。子どもの権利条約は89年でしょ。それよりずっ
と先行してある。

（この後一時間位、質疑・討論があったが、紙数の都
合で割愛する。
）
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