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An Institutional Approach to "the Shift to the Lifelong Learning
System" - part 5- : The necessity for reconstruction of the
standpoints of School Education

Kohshi INOUE*
(Received on April 30, 1999)
Summary
I have been made a serial approach to the Shift to the Lifelong Learning System. This is the
fifth approach concerning it.
In this paper, I intend to argue the necessity for reconstruction of the standpoints of School
Education and to make clear the perspectives on this topic according to the Japanese situations.
The main remarks of this are as follows.
In Japan, nowadays, so many problems of the school education are illuminated out in verious

(1)

aspects. But, those problems are to be solved as a whole problem of education and they are,
in deed.requiring more practical procedures in order to do so.
(2)

One of the procedures is so-called the Shift to the Lifelong Learning System and it is needed
to reconstruct the previous standpoints of school education to realize it. Namely, the reconstruction has two elements, vertical integration and horizontal integration.

(3)

The school educatin is a most important subsystem to form the Lifelong Learning System
and that to be requied now is to recover or reconstruct the wholeness and circulation of educatins on the verious places in the society.

(4)

In addition,the new role and vision of the compulsory education which is forced to refine its

(5)

It is the shift to the Lifelong Learning system to make the procedures above mentioned.

meanings will be led through it.
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果たして、もしそうでであるとするならば、あ

そうした意味において、ただ単に上述のような

る意味では、それらの問題状況は、我が国社会の

状況を批判ないし嘆いたり、数多ある問題点・課

成長・発展の限界・頭打ちを示すものかもしれな

題等を、いたずらに洗い出したりするだけでは、

いのであり（生きる目標、あるいはこれまでの成

最早問題の解決には至らないことは明らかであろ

長・発展の先に見えるはずの？あるべき次なる姿・

う。要するに、難しい課題ではあるが、関連する

形を見つけるのに、人々が苦'脳している、あるい

様々な状況を冷静に分析し、それらを総合化し、

はそのこと自体を放棄してしまっている状況)、

そして、その問題の解決に向けての全体方向性を

客観的に捉えれば、いわゆる「成熟社会」へ、完
全に突入してしまっている証拠とも、言えなくは

導き出し、一方で、その解決に取り組む関係者一

ないであろう２)。

ルタナティブを提供し、そこに踏み出すためのエー

このように、そうした危倶の念を至るところで

感じさせる昨今の状況ではあるが、とにかく、そ
れら一連の問題点・課題は、当然、ひとり教育あ
るいは学校の抱える問題点・課題でないことは明
らかである。すなわち、それらは、我が国社会全
体のあり方、あるいはそれを成り立たせている各々
の既存システムの問題点・課題として、捉える必
要があると言ってよいであろう。したがって、こ
れらの問題点・課題は、総体として、単なる個別
対症療法的な対応ではなく、それらの総合転換な
いし質的内部改編の方向性を、抜本的にどのよう
に導いていくのかが問われる問題点・課題だ、と
言えるであろう。

人ひとりに、具体的な取り組みの指針あるいはオー

ル（もちろん建設的な批判も含めて）を送ること

が、最も肝要であると,思われるのである。
本稿は、以上のような問題意識に立って、これ
からの学校教育のあり方を、ある意味ではもう一
度教育の原点に立ち返り、本論者がこれまでに主

張してきた教育（形態）の「三層構造の構築・改

編の方向性」の中で、改めて立論しようとするも
のである。ちなみに、これは、本論者の、「｢生涯
学習体系への移行ｊに向けての制度論的アプロー

チ」の第５弾目の論稿でもあるｲ)。
なお、このことについて、現実の動きとしては、

上述のような方向性の中で（たとえ自覚的なもの
ではなくても)、かなりの所論や実践の取り組み

これに関連して、近年深刻な影響を多方面に亘っ

が蓄積されてきているようにも思われる。ここで

て与えている「子どもの数の過度の減少は、社会
の再生産システムの基盤を揺るがす大問題」であ
る。その「社会の再生産システムの中心が教育シ

だけ取り入れさせてもらいながら、それらが示す

ステム。そして、現代の教育システムの中核が学
校である」ならば、「社会の跡継ぎが育たないの
は、その社会の教育システムに何らかの欠陥が生

じていることを意味する」のであり、その「社会
の再生産システムとしての機能に障害が生じてし

まっている」ということにもなる。したがって、
｢問題は、学校や教師の教育力の前提にある社会
システムの変化が生じ、学校中心の教育システム
が不適合になったことである」わけであり、「若

い男女が安心して子どもを産み育てることができ
る仕組みの構築が緊急課題である」ことになる。
そのためにも、「旧来の教科構造を前提に、知識

の記憶量と処理の速さで銘柄大学入学を競う学校
教育の再編成が、２１世紀型教育システム創造の中
心課題である」とすることには、誰しも異存はな
いところであろう3)。

は、そのような所論や実践の取り組みを、出来る
であろう、教育の全体構造のあり方を導くことが
できれば幸いである帥。

2．「生涯学習体系」の根幹をなす学校教育
（１）学校教育の質的転換の必要性

さて、最近ようやく「学校教育」という土俵の
中にも、生涯学習（教育）論的視点が、その確か
な地歩を占め始めてきたことは、周知の通りであ
る。現実には、学校教育と社会教育という、二つ
の分野での錯綜状態がまだまだ続いてはいるが、
そもそもその基本的モチーフは、これまでの我々
人間社会の教育・学習の営みが、「人生の比較的

早い一時期に集中ないし完結される」ことの矛盾・
限界を指し示し、それらを、文字通り「生涯に亘っ
た（lifelong)」ものへと変えることの必要性・
必然`性を唱えるものであったと言える。「いつで

－１２２－

井上：「生涯学習体系への移行｣に向けての制度論的アプローチ⑤
も、どこでも、誰でも…」という例のスローガン
は、極めて情緒的ではあるが、まさしくそれを表
明するものであったわけである。
したがって、そこでは、学校以外の、あるいは

学校卒業後の教育・学習に関わる社会教育の分野
(実際はかなり暖昧な体系ではあるが）はもちろ
んであるが、一方の学校教育自体の役割も、必然
的に見直されるものになっていたということに、
留意する必要がある。端的に言えば、これまでの、
人生初期の青少年期の教育は学校教育で、その後
の成人期の教育（学習支援）は社会教育でといっ
た区分法が、かなりの変更を余儀なくされている
ということである`)。

特定の意図のもとに、特定の子どもを対象として、
特定の出来事を創出する一回`性の経験、すなわち

交換不能な特異な経験にほかならない｣,)。した
がって、「学校教育においては、学びの「時間」
と「空間」と「人」と「知識」と「環境』のすべ
てが「効率性の原理」を基礎として制度化されて
いる｣'０)、ということである。
このような文脈の中で、予め結論的なことを述

べるとすれば、改めて、これからの学校教育に求

められるものは、そうした「特定性」の原理に立っ

て、すべての人間（取り敢えずは児童・生徒）に
対して、「精選された質の高い基礎教育を共通の
教養として修得させること」となろう。それが、
具体的にどのようなものを指すかは、ただちには

そうした中、いわゆる「生涯学習体系への移行」
が叫ばれて久しい（ただし、昭和60～62年の臨時
教育審議会の四つの答申によって、その実質的な
動きは生じたと言える！）。しかしながら、この
間、その体系の具体的なイメージや目指すべき全
体的な到達目標が、なかなか見えてきていないと
も言える。その理由としては、一方では、その任
を、社会教育の側にかなりの部分で背負わせてき
たことが挙げられるが、やはり、他方では、学校
教育をその「生涯学習体系」の中に明確に位置づ
けて、その総体の中での役割・責任分担を、具体
化する姿勢に乏しかったのが原因とも言えよう。
このことについては、本論者は、これまで再三指

何よりも、そもそも、－体何故、それが「学校教

摘してきた通りである。

育」（という方法・形態）でなければならないの

ところで、この後者の、学校教育の、言わば質
的転換の必要`性は、「教育機能の“拡散化，，が進

かという、一種の方法論に対する究極的な疑問が

生じるからである。もちろん、これは、事実経過

む一方で、拡散化されればされるほど、学校はそ

として、現在、どうしてもこのような疑問に遭遇

の存在意義を明らかにしていくためにも教育機能

せざるを得ない状況が、多々見受けられることに

の“集中化”について考えねばならない｣7）とい
う命題を、改めて提起していたこととなる。すな
わち、学校以外の生涯に亘る多様な学習機会が、
一方で重要視されればされるほど、学校それ自体

もよるが、一方では、本論者の主張する「教育

の存在価値が改めて問われることとなり、その

レパートリー化することはできないが（もちろん

各学校段階によっても異なる！）、いずれにして
も、まずは、この捉え方自体は大方の賛同を得ら
れるものと言えるであろう。これは、まさに生涯

学習（教育）論の基本的な考え方なり方法論とも、
軌を－にするものと言えるであろう（学校は生涯
学習のための基礎・基本を育成するところ)。
しかしながら、現在、そこには一定の留保状況

があることを忘れてはならないであろう。という
のは、本当にそういうことが可能なのかどうかと
いう根源的な疑問もさることながら、それよりも

(形態）の三層構造の構築・改編」の必要性の視
点からも、必然的に生じるものでもある。
一例をもってすれば、例えば、これからの学校

｢相対的必要性」が問題とされるということであ

教育において、子どもたちの「居場所づくり」あ
るいは「自己承認を受ける場づくり」が必要だと

る８)。

か言っても（現在こういう論調が多い！）'１)、そ

さて、その鍵を握るのが、他でもない学校教育

こに、「そもそも何故それが、学校という場でな

の「特定性」ということになろう。その「特定性」

ければならないのか？」ということへの明確な回

とは、次のように理解することができる。すなわ

答があるのかどうか、あるいは逆にまた、「フリー

ち、「(学校での）教育実践のいとなみは、特定の

スクール」や「ホーム・エジュケーション」等が、

教師が、特定の教材を媒介として、特定の教室で、

単なる緊急避難的措置あるいは現行の学校教育シ

－１２３－
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ステムヘのアンチ行為ではなく、本当に「それ自

人間の生涯に亘るあらゆる教育・学習の目的、内

体に意味があるのかどうか？」ということへの明

容、とりわけ方法・形態の問題であるからである。

確な回答があるのか等、その吟味において、まだ

ちなみに、これに関しては、本論者は、解釈の違

まだ不十分であると言わざるを得ないのである。

また、いわゆる「学校の多忙化」の問題、さら

いないし表現の巧拙はあるにしても、この生涯学

習（教育）の考え方並びにその実践の枠組みが、

には、最近年の「生きる力の育成」とか「心の教

我々人間社会の教育・学習に関わる究極の原理な

育」などの施策提案などは、明らかにそうした意

いししくみであると捉えている。

識（学校教育それ自体としての問題ではないとい

とにかく、このことからも明らかなように、

うこと）を暗黙のうちに指し示しているのであり、

｢生涯学習社会の実現」とか「生涯学習体系への

それらに関わる教育全体の営みの再編成の問題と

移行」といわれるものは、単なる論議や施策上の

言えるのである。その際、そこにおける「学校の

スローガンではなく、実は上述のような視点や内

本質的な役割」とは何か？本論者が、「学校の特

容を含むものであり、言わば学校教育と社会教育

定性」へ注目する理由は、まさにここにあるわけ

の役割分担の新たな洗い出しと、その相互の役割

でる。

分担のしくみを創出していくことでもあると言え

とにかく、これらに関することが明確にされな

るのである。特に本論の文脈からすれば、学校教

ければ、あるいはまた、そこのところが十分に問

育と社会教育の役割分担を明確にし（家庭教育も、

われないままに、これまでのような学校改革論議

当然、理念的には含まれる！）、生涯に亘る人間

が続けられても、なかなか事態は進展しないと思

形成あるいは学習の支援に対して、それぞれが、

われるのである。まさに、その「方法論的決着」

常に全体として相互補完的な役割を持つような、

(学校教育という方法・形態の独自性、正当性）

教育体系の総合的再編成を進める中で、学校教育

がつけられるかどうかが、その成否の分かれ目と

の整備・拡充をめざすことが必要となるというこ

なるということである。これは、ある意味では、

とである。

｢学校の存亡をかけた問いかけ」とも言えるであ
ろう。

最早繰り返しになるが、このような学校教育と

社会教育の連携・融合の要請は、必然的にその根
幹としての学校のあり方を、改めて問うこととな

（２）学校教育と学社連携・融合

翻って、これからの、いわゆる「生涯学習時代」

る。何故なら、「教育は連続的な生涯学習（の支
援）の過程」とはなるが、その視点と取り組みの

においては、学校教育と社会教育の連携すなわち

全体構造については、高度な制度化をその存在理

｢学社連携」は、欠かせないものの－つであるこ

由として有する学校教育を核にして、学校教育と

とは言うまでもない。近時では、「学社融合」と

社会教育が組み合わされる必要があるからである。

いうような用語も登場しており、その動向は極め

このことに関して、これまで、生涯学習（教育）

て注目されるところとなっている。ちなみに、こ

の論議は、ある面ではかなりの曲解も生んできた

れは、「社会教育が学校教育の補完的な役割を果

が、教育と学習の相互関係を再考させ、いい意味

たす」あるいは「学校教育が社会教育の一端に協

での教育と学習の関係を、改めて導き出したりも

力する」というような、従来の、一方向的で、限

られた分野における「学社連携論」とは、いささ

した（e9．教育とは「学習の支援」、学習とは
｢文化的実践への参加｣)。しかしながら、まだま

か趣きを異にするものである。まずは、これらの

だ本論者のいう、新たなる学校論には至っていな

ことを了解しておく必要があるであろう。

いのではないだろうか。

ただし、この「学社連携」の問題を、これまで

改めて、学校は、唯一の教育・学習の場ではな

通り、例えば青少年の教育・学習の問題としての

い。このような中で、実は、いわゆる「義務教育」
あるいは「公教育」といったようなことが、具体

み捉えるならば、事態の核心を見失うばかりでな
く、部分的な対応にしか終わらざるを得ないであ

的に問い直される必要がでてくるのであるが、い

ろう。何故なら、「生涯学習（教育)」の問題は、

ずれにしても、これらについての明確な捉え直し

－１２４－

井上：「生涯学習体系への移行｣に向けての制度論的アプローチ⑤
がないままに、ただ、対症療法的な対応策や改善

（３）そもそも今何故、「新たなる学校論」が必

策（そればかりでは決してないが）を、しかも矢

要なのか？

継ぎ早に出したところで、現場は良くなるどころ
か、かえってその対応に右往左往するばかりとな

ここにおいて、改めて今何故、「新たなる学校
論」が求められているかが確認できるであろう。

るのである。挙げ句の果てには、そうした朝令藤

それは、既に明らかなように、学校教育と学校教

改の連続の末に、無力感や倦怠感を抱かせる状況

育以外の教育（学校外／学校後教育）の統合につ

にもなるのではないかとさえ思われる。あるいは

いて、社会的にもう一度（改めて）配願する必要

また、いわゆる「アンチ」が、その「アンチ」を

性が出てきたということである。別言すれば、

固定化あるいは拡大させながら、一人歩きをする

｢生涯学習社会の実現」あるいは「生涯学習体系

ことにもなりかねないのである'2)。

への移行」と言われるような目標や現実施策が出

ちなみに、先述の「特定性」を大前提とした上

現してきたのは、これまでの学校教育のあり方を

で（悪く言えば、そのこと自体はほとんど自覚さ

変えていくと同時に、それと連動する形で、その

れないままに)、「はじめに」でも述べたように、

他の教育（形態）を構造的に組み込んで、把握な

現在、これまでの学校における教育・学習のあり

いし位置づける必要性が生じてきたということで

方を、抜本的に問い直す所論やそれらを払拭する

ある。ちなみに、ここから、学校教育の役割はも

ような取り組みも、かなり広範に見られるように

ちろん、社会教育の役割も、改めて導き出すこと

はなってきている。しかし、それらは、おしなべ

が求められているのである。

て「従来の」学校教育における教育・学習への批

ところで、このことについて、例えば、Ｒ・タ

判・反省ではあっても、ここでいう「相対的必要

イラーによるとされる「学校教育の必要性」の根

性」を導くものでは決してない。さらにまた、激

拠等が、視野に入ってくるであろう。その根拠と

烈極まる現状の学校教育を、容易に救済ないしは

は、次のようなものとされている１５)。

蘇生させ得るものとは言い難いようも(こ思われ

①十分に専門的な教育を受けた教師でなけれ

る'3)。

ばできない仕事がある。

例えば、これまでの「教育・学習」に替えて、

②教育の内容には時間をかけて組織的な経験

｢自分探しの旅」とか「文化的実践への参加とし
ての学習」とか言っても、それが即、これまでの

を積み重ねる必要のあるものが多い。

③大切な原理とか概念は、一見してわかりに

学校教育を活性化ないし再生させるものとは言い

くい場合がある。

難く、しかもそれは、上述のような「学校教育の

④日常生活における通常の活動だけでは直接

存在価値＝相対的必要性」には、直接にはつなが

与えることのできない学習経験も含まれてい

らないからであるｗ・

る。

⑤学習にはいっそう純化された経験を必要と

参考までに、近年打ち出されている、（学校）
教育改革上の新たな理念・キーワードを挙げると、

する。

｢基礎・基本の徹底」「学び方の学習（自己教育力

⑥社会生活に基礎的な道徳的価値などについ

の育成)」「開かれた学校」「現代的課題への対応

ては、実際行動の場からはなれて、その経験

(情報教育、国際理解教育、環境教育、福祉教育

の再吟味と解釈を必要とするものがある。

等)」「｢ゆとり」の中で「生きる力」を！」「心の

これらは、最も単純に普遍化された学校教育の

教育」等があるが、これらの理念・キーワードが、

存在意義のレパートリー（例）と考えられるが、

これまで述べてきたような文脈の中で、どのよう

順にまとめると、①は「教師の指導の専門性・独

な説得力をもつか。それは、結局のところ、本稿

自性｣、②は「教育内容の系統性・継続性・計画

で言う「学校教育の特定性」を担保するに値する

性｣、③は「原理とか概念への接近可能性・探求

中身を、それぞれの取り組みが具体的に有してい

可能性｣、④は「学習経験の補日常性｣、⑤は「学

るかどうか、ということにかかっていると言って

習それ自体の純化性」及び⑥は「価値の被検証性」

も過言ではないであろう。

というようなことになろうか。

－１２５－
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ただし、実際には、前にも述べたように、これ

何か？」ということである。そしてまた、「それ

らの要素を、「特定の」場と時間に集合的に組み

を支える根拠は何か？」ということである。具体

込んだものが「学校教育」ということになるわけ

的には、教師の学習指導（評価活動を含む｡）や

であるから、ざらにそこに、その「隔離`性」「集

子ども理解について、それが十分できているかと

約性」「集団性」ということが加わってくるであ

いうことであろう。すなわち、それが、本当に教

ろう。試案的ではあるが、以上のような特性を構

師の「専門性・独自性」と呼べるものになってい

造化してみると、図１のようになるのではないだ

るかということである。

ろうか。

②については、「それはどのような形で実現さ
れているか？」ということである。これは、直接

的には、いわゆる「カリキュラム」が、「どのよ
うに編成されているか？」であろう。端的には、
教育内容の広がりと高まりに対する目配りとその

隔離性
性トー｜集 団 性｜……｜集
集約性

対応の妥当性に関わるものであり、その組織的・
継続的・計画的な積み上げが求められるものであ

②

る。伝統的には、例のカリキュラム編成における

①

教育内容の
勺容の
系統性・継
生・継
続性・計画
・計画
性

教師０
教師の指導
の専門性．
の専ド
独自性
独自ｉ
Ｃｆ教職専門
ｃｆ教
教科専門
教

｢スコープとシーケンス」の問題につながるもの
であろう。現行制度においては、「学習指導要領」
といったものが、それを実現するものとなってい
ることは周知の通りであるが、実際は、かなりい
びつなものになっていると、言わざるを得ないか
もしれないであろう。

次に、③については、「どういう原理とか概念
③

④

原理とか概
念への接近
可能性・探
求可能性

学習経験の
楠日常性

⑤
学習それ自
体の純化性

⑥
価値の被検
証性

がそれに相当するか？」ということである。また、

これは、「それらの原理や概念が、本当に適切な
ものとして取捨選択されているかどうか？」であ
ろう。例えば、民主主義の原理とか物理法則のよ

うな、社会的に有用な概念とか科学的な真理とか
がそれに相当すると思われるが、それらをどのよ

図１学校教育における諸特性（要素）

うに扱うかによって、それらへの接近可能性や探

とその構造く試図＞

求可能性が異なってくる。ある意味では、極めて
難しい作業と言えるものであろう。

これらが普遍妥当なものかどうかはひとまず置

④については、「どのような経験がそうである

くとして、改めて、それらの諸特性（要素）が、

か？」ということである。例えば、「過去の出来

今後具体的に、どのような吟味を受けるかが重要

事＝歴史」や「外国の事象」あるいは「社会の動

な課題となるであろう。何故なら、これもまた、

そのことなしに、たとえ「学校教育の意義・必要

き」や「宇宙やミクロの世界」などのことが、そ
れに相当するであろう。要するに、それら、言わ

性」を声高に主張したところで、それは宙に浮い

ば「非日常」的なことについての学習の必要性を、

たものとなり、改革を導く実際の原動力とはなら

いかに配慮、実現するかであろう。ちなみに、近

ないからである。言うなれば、そこでは、学校の

年の「教育内容のスリム化論」や「厳選論」にとっ

存在価値それ自体が、改めて問われているのであ

ては、まさにこれらのことが直結するであろう。

る。以下、その辺りを、多少個別的に見ていくこ
とにしよう。

続いて、⑤については、「どういう経験で、そ
れは何故か？」ということである。例えば、様々

例えば、まず①については、改めて、「それは

な複雑な現象を、－つひとつ区分けして、それら

－１２６－

井上：「生涯学習体系への移行｣に向けての制度論的アプローチ⑤
を丹念に調べ、分析していくことがそれに相当す

発達の状況に陥るのかという、ある意味では、根

るであろう。ただし、現状においては、このよう

源的な問い直しを受け（様々な問題事象の出現)、

な作業は、誠に実現しづらいものとなっているこ

改めて社会全体の営みの中でしか、そのことの回

とは明らかである。

復が可能でないことを、知らされつつある状況に

最後の、⑥については、「どのような価値で、
それは何故か？」ということである。例えば、道

あるとも言えるであろう（｢生きる力｣、「心の教
育」等)。

徳的な分野における「葛藤的価値」や「規範的な

かくして、このような問い直しと次なるステッ

価値」がそれに相当すると思われるが、その「検

プへの展望の中で、「人間はどう育つのか、どう

証」と「実践への動機づけ」は非常に意味のある

生きればよいのか」という、新たな、ある意味で

ものとなる。とは言え、これらも、これまで、現

は本源的な教育的課題が出現しているとも言える

実の指導の場面では、その実践と認知のレベルと

のであり、まさにそこに、「新たなる学校論」榊

の間にはかなりのギャップがあったことは、否め

築の契機があるのである。ただし、それは、何も

ない事実であったように思われる。

生涯学習（教育）論を外から無理やり導入するこ

もちろん、以上述べてきたようなことが、どの

とを意味するのではなく、むしろ、その根拠とな

ように具体的な内容と説得力をもつかは、その社

るものが、我が国社会の現実の状況からも、内発

会の成立基盤（e9．政治体制、宗教等）あるいは

的にあぶり出されてきているということを、意味

その社会の現実的な必要や具体的な状況（e9．情

するものであると言えよう。

報化、国際化、高齢化等）に左右されるであろう
が、とにかく、究極的には、同図に示すような

｢特定性」を、全体と部分の双方において、支持

3．各学校段階の役割とその連続性の創出
の必要性（タテの統合へ向けて）

するものでなくてはならないことは明らかであろ

う。すなわち、学校とは、まさにこの「特定性」
をもって、その最大の特徴となすものと考えられ

次に、ここで、現行の各教育（学校）段階の位

置づけを、改めて確認してみることとしたい。そ

るからである。それこそが、学校の存在価値とな

してまた、そこから、各教育（学校）段階の役割

るわけである。

とその連続性の創出の視点を探ってみることとし

ちなみに、これはまだ憶測の域を越えるもので

たい。これは、まさに生涯学習（教育）論のいう

はないが、近年の学校教育の危機は、恐らくは、

｢タテの統合」の問題でもある。したがって、ま

その特定性を根底において支えているはずの？、

た、これは、これからの（学校）教育制度改編の

特に上記③～⑥の特性（要素）が､現状において、

目的論的アプローチの立脚点ともなるものである。

かなりミスマッチしたものとなっていることから

生じているもののように思われる。もちろん、そ

（１）就学前教育（幼稚園・保育所等）

れが、例の「受験教育」との関わりの中でもたら

まず、就学前教育の段階である。周知のように、

されているということだけは確かであろう。とは

これまでこの段階の教育を担ってきたのは、幼稚

言え、現実に選ばれた原理や概念あるいは経験や

|刺・保育所等である。この幼稚園・保育所等は設

価値が、本当に最適なものかどうかの判断は、極

世'二}的はそれぞれ異なるが、いわゆる「(乳）幼

めて難しいことではあろう。

児教育」において重要な役割を果たしてきたもの

これまで、学校はその特化（専門分化）のプロ

セスの中で、一般に教育の機会均等＝個々人の成

である。なかでも幼稚園は、そのことを直接的な
目的とする教育機関でもある。

長・発達の保障という名の下に、子どもの「囲い

すなわち、「学校教育法」によると、幼稚園教

込み」のシステムとして、そしてまた競争社会の

育の「目的」は、「幼児を保育し、適当な環境を

サブシステムとして機能してきたと言える。しか

与えて、その心身の発達を助長すること」とある

し、現在、その一定の成功の陰で、思いも寄らな

(第77条)。そしてまた、その「目標」は、「健康、

い？、人間（子ども）がどうしてこのような成長．

安全で幸福な生活のために必要な日常の習,慨を養

－１２７－
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い、身体諸機能の調和的発達を図ること｣、「園内

礎・基本、基本的生活習慣の確立」が重要な課題

において、集団生活を経験させ、喜んでこれに参

となるであろうが、近年では、「自己教育力」の

加する態度と協調、自主及び自律の精神を養うこ

ように、学習意欲の喚起、学び方の習得、生き方

と」、「身辺の社会生活及び事象に対する正しい理

への問いかけ等が、改めて叫ばれているところで

解と態度の芽生えを養うこと｣、「言語の使い方を

もある。そこでは、まさに様々な「基礎・基本」

正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこ
と｣、「音楽、遊戯、絵画その他の方法により創作

の徹底、それとの関わりの中での「発達段階に応

的表現に対する興味を養うこと」となっている

家庭や地域社会との連携もさらに求められるとこ

(第78条)。

じた適時性」の配慮が求められるところであるが、

ろであろう。すなわち、日常的な生活圏域の中で

とにかく、ここでの課題は、出生から小学校入

の教育・学習の問題が課題となり、いわゆる「地

学までの教育・学習の連続が、どのような内実と

域に開かれた学校＝学校教育と社会教育との相互

なるかである。これについては、例えば、従前か

補完の具体化」や「自ら学ぶ意欲をもち、社会の

ら「幼保一元化」の要請があり、幼稚園と保育園
等との連携あるいは役割分担の具体化が問われて

変化に主体的に対応でき、心豊かに、たくましく

きた。その課題は今後も続くと思われるが、その

ある。

ことも含めて、改めてこの段階での「タテの統合」
の課題を挙げると、具体的な「(乳）幼児教育環
境の適性配置」と「小学校教育への円滑な移行」

生きる人間の育成」が、課題となるということで

その意味では、周知のｌ～２学年の「生活科」
(日常的な社会環境や自然環境とのかかわりの中
から、学習や生活の基礎的な能力や態度を育成し、

をいかに実現するかであろう。特に後者について

自立への基礎を養う。）などのように、学校やそ

は、近年では、いわゆる小学校低学年の「生活科」
との関連がクローズアップされるであろう。
そこでは、乳幼児が「自主」と「共存」の生き

の他の教育・文化施設をも含めて、子どもの日常

整備や学習活動の促進を意図した、「子どもの学

方を、ほとんど導入的にせよ、いかに身につける

習コミュニティづくり」が必要となってくるとも

ことができるかが、教育上の課題となると思われ

言えるであろう'?〕。

の生活行動圏すべてを考慮に入れた、学習環境の

るが、とりわけ、「遊び」というものをどのよう

ちなみに、「学校教育法」では、「小学校は、心

に位置づけるかが、改めて問われるところであろ

身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目

う。いずれにしても、これは、初等教育段階との

的とする」（第17条）とあり、その「目標」とし
て、「学校内外の社会生活の経験に基き、人間相

｢カリキュラム上の連関」を、いかにスムーズに
作り出していくかにかかっていると言えるであろ

互の関係について、正しい理解と協同、自主及び

う。ちなみに、近年、「学級崩壊」と呼ばれるよ
うな状況が、小学校低学年でも指摘されており、

伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協

そのつなぎの重要`性は改めて増しているとも言え
るであろう１６)。

（２）初等教育（小学校）

自律の精神を養うこと」「郷土及び国家の現状と
調の精神を養うこと」「日常生活に必要な衣〈食、
住、産業等について、基礎的な理解と技能を養う
こと」「日常生活に必要な国語を、正しく理解し、
使用する能力を養うこと」「日常生活に必要な数

次が、初等教育（小学校）の段階である。この
段階から、いわゆる「義務教育」がスタートする
わけであるが、ここでの課題は、その義務に値す

量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養

る中身を、しかも「就学前教育」並びに「前期中
等教育」との連続的なつながりの中で、いかに実
現していくかである。改めて、その責任の重大さ

全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身
の調和的発達を図ること」「生活を明るく豊かに
する音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解

が問われてくるところであろう。

と技能を養うこと」が揚げられている（第18条)。

うこと」「日常生活における自然現象を科学的に
観察し、処理する能力を養うこと」「健康で、安

具体的には、例えば「コミュニケーションの基

－１２８－

井上：「生涯学習体系への移行｣に向けての制度論的アプローチ⑤

（３）前期中等教育（中学校）

を選択する能力を養うこと」「学校内外における

次に、前期中等教育（中学校）の段階である。

社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公

これもまた周知のように、我が国においては、こ

正な判断力を養うこと」（第36条）となっている。

の段階までが「義務教育」の期間（義務教育の最
後の三年間）となっているが、ここでの課題は、

（４）後期中等教育（高等学校等）

一言で言えば、「将来への準備」すなわち「キャ

次に、後期中等教育（高等学校等）の段階であ

リア・ガイダンス」が、改めて求められるであろ

る。この段階は、法制度的には、いわゆる義務教

う。そこでは、「学習者自らの責任ある選択」が

育ではないが、当該人口のほとんどの者がこの段

求められ、いわゆる「内容学習contentlearning」

階に進学している状況にあり（準義務化)、その

と「過程学習processlearning」の融合が課題

あり方は誠に難しいものとなっていることは、こ

となる段階でもあろう。近年の「総合的な学習の

れもまた周知の通りである。
こうした状況にあって、ここでは、以下のよう

時間」論議は、そうした視点からの配感とも位置
づけることもできよう。とりわけ、この中学校の

な三つの役割を指摘しておきたい。すなわち、①

段階での「総合的な学習の時間」は、極めて重要

大学進学等の準備教育、あるいはその通過点とし

なものとなろう。

ての役割。具体的には、そこで一体何を目指すの

ちなみに、この段階で特に求められる「自己成

か、そして、それには何が必要なのかが、改めて

長性への志向」として、以下のようなものが挙げ

問われるところであろう。②国民完成教育として

られるであろう。すなわち、①自己理解、②人間

の役割。ただし、その完成の中身とは何かを問う

存在と環境世界への関心、③達成への動機づけ、

ことは、現実においてはなかなか難しくなってい

④内的な判断基準の確立、⑤前進的な価値観と態
度の確立である。また、そこで重要となる「自己

習の機会としての役割。この役割は、ある意味で

管理的学習self-directedlearning」には、以下

は、これから最も強く求められるものと.思われる

のようなプロセスが必要となるであろう。すなわ

が、その対応の状況はどうかという点では、まだ

ち、①学習の計画・実行・評価への参加、②学習

まだ十分とは言えない状況であろう。

ると言えよう。③社会人等のリカレント教育・学

ちなみに、近年「中高一貫教育」の必要性が取

の個別化、③自学自習技能の開発、④相互学習技
能の開発、⑤自己評価と相互評価の技能の開発で

り沙汰されているが、その十分なる「メリット・

ある。

デメリットの倒酌」がなされていないと、いわゆ

ただし、現実には、高校進学をはじめとする受

る学歴社会の弊害に拍車をかけることにもなりか

験教育のひずみは依然として強いものがあり、真

ねない。用意周到なる準備ないしは対応が求めら

の意味での「キャリア教育」ができにくい状況も

れよう。また、これも重大な問題であるが、不本

ある。後期中等教育や高等教育さらには社会への

意入・就学等による「高校中退者の増加」もある。

巣立ちのプロセスの中で、進学試験や入社試験等

これらの問題点・課題等にも目配りをしながら、

のリクルート・システムのあり方の改編と連動し

上述のような三つの役割を十全に果たすことがで

て、これらの課題が実現されるものと言えるであ

きるかどうか。この教育段階のあり方が、まさに

ろう'ＩＤ。

問われるところとなろう19)。

なお、「学校教育法」においては、「高等学校は、

なお、「学校教育法」においては、「中学校は、
小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に

中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に

応じ、中等普通教育を施すことを目的とする」

応じ、商等普通教育及び専門教育を施すことを目

(第35条）とあり、その「目標」は、「小学校にお

的とする」（第41条）とされており、その「目標」

ける教育の目標をなお充分に達成して、国家及び

として、「中学校における教育成果をさらに発展

社会の形成者として必要な資質を養うこと」「社

拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として

会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、

必要な資質を養うこと」「社会において果たさな

勤労を重んじる態度及び個性に応じて将来の進路

ければならない使命の自覚に基き、個性に応じて

－１２９－

琉球大学教育学部紀要第55集

将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専

究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させる

門的な技能に習熟させること」「社会について、
広く深い理解と健全な判断力を養い、個性の確立

ことを目的とする」（学校教育法第52条）とある。
ただし、周知のように、「目標」については、特

に努めること」（第42条）が揚げられている。

段明記されていない！

（５）高等教育（大学等）
最後に、高等教育（大学等）の段階である。こ

４．三層構造構築・改編の必要性とそこにおけ
る学校教育の位置づけ（ヨコの統合へ向けて）

こでは、いわゆる「専門教育と教養教育との融

合｣、「最先端の学問分野への参画と開拓」が重要
な課題であり、また、「自立（自律）した専門人」

（１）フォーマル教育の意義と現行学校教育の改
編の方向性

の養成（→大学院教育）が課題となるところであ

そこで、ここにおいて、改めて、これからの学

ろう。ただし、従来の「年齢固定観」あるいは
｢学習観」を打破する必要があるであろうし、そ

校教育の存在意義を考える視点なり方向性を探っ

こにおける「入口と出口及びその途中の水路づけ

涯学習体系への移行」という文脈の中での、いわ

Channelingの問題」もある。
そういう中で、究極的には、高等教育において

察となる。ただし、ここには、教育の目的や内容

てみることとしたい。もちろん、ここでは、「生

ゆる「教育（形態）の三層構造的把握」からの考

は、本論でいうところのタテ、ヨコの統合原理の

の視点よりは（これらは、学校教育だけではなく、

中で、学校教育の最終段階としての機能を、改め

全ての教育に関わる！）、教育の方法・形態論的

て社会においていかに果たすかということが、

な視点からのアプローチが最終的には問題となる

｢固有の命題」として横たわっていると言えるで

という、本論者の基本的なスタンスがあることは

あろう。そのためには、（大学）入試の「性格へ

の顧慮」と「連続性への展望」も改めて必要であ

言うまでもない。これは、「何のために｣、学校教
育の方法・形態論的な視点をクローズアップさせ

ろうし、「受験競争のゴール（実質的な出口！）」

るかという、その意味での目的論的アプローチと

ではなく、一つの通過点として再生する必､要があ

機能」は重要であり、決して特別な社会人特別選

なるが、結果的には他でもない〈生涯学習（教育）
論でいうところの「ヨコの統合」の問題というこ
とにもなる、ということを付記しておきたい。

抜枠を設けることでは、済まされないところにき

さて、周知のように、これまでの学校の存在意

るであろう。したがって、その「リカレント教育

ていると言えるであろう。それは、生涯学習社会

義は、本来的には、いわゆる「フォーマル教育」

における、学校教育の「ターミナル」としての宿

としての役割という形で捉えられるものである。

命とも言えよう。その中には、具体的には、「学

具体的には、前に借用したＲ、タイラーのまとめ、

問の系統ｖｓ（学習者の）学習ニーズの系統」あ

あるいはそれらから導き出されるような「特定性」
の中身が、それを支える要素と考えてよいであろ
う。つまり、そのための特定の施設・機関を有し、
特定の目的・内容・方法によって、特定の対象に、

るいは「リベラル・アーツとプロフェッショナル・
トレーニングの関係」等、本質的な課題もある。

なお、「大学の生涯学習化」とは、入学から卒
業までの「内部回路」をどのように作り変えてい
くのか、そしてその内部回路に、入学前、在学中

特定の教育を実施する場ないしは機関ということ
である。ちなみに、このようなフォーマル教育的

及び卒業後の、言わば周囲の回路との「連結配線」
を、各大学がどのように作っていくのか、そうい
う視点と取組みのヴィジョンが求められるであろ

いうことには変わりはないであろう。

う。大学は、地域社会（最も広域的な）における

いては、このようなフォーマル教育ばかりではな

な分野・領域が、改めてこれからも必要であると

しかし、他方では、実際には、我々の社会にお

教育・学習の場あるいは資源の一部なのである20)。

く、ノンフォーマル教育あるいはインフォーマル

ちなみに、「大学は、学術の中心として、広く

教育と呼ばれるものがあり、結局は、それらとの

知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研

連合をどう図るかということが問われることとな

－１３０－

井上：「生涯学習体系への移行｣に向けての制度論的アプローチ⑤
る。したがって、事実上三者の役割分担が必要と

らの場面が圧倒的に多いのである。青少年の学校

なるという認識が、そこに先行することになるわ

けである。さらにまた、重要な点として、偶発的

教育にのみ耳目を奪われてきたこれまでであるが、
正確には多種多様な教育・学習の営みが、人々の

学習（incidentallearning）との関連性もある

日常生活のあらゆる場面で繰り広げられているこ

であろう。とりわけ、近年では、それとのつなが

りの中での改革論議や施策提示が顕著であると言

とを、もう一度想起してみる必要があるであろう。
こうして浮かび上がってくるのが、図２に示さ

えよう（｢生きる力の育成」「心の教育」「学社融

れるような「教育（形態）の三層構造」なのであ

合」等)。そのような教育（形態）の構造的連関
を、再度図示すると、以下のようである。（→図

る。これは、上に述べた実際の教育・学習の営み

が、その「制度化の度合い」によって、フォーマ

２）

ル（定型）教育、ノンフオーマル（非定型）教育、

これに関して、多少歴史的、原理的にあとづけ
をしてみると、まず我々の人間社会には、有史以

インフォーマル（無定形）教育および偶発的学習
というように、構造的に層化されていることを示

来、人々が何かを学び、それに関わって、誰かが

すものである剛)。

誰かに教えるという行為およびその関係が存在し

ちなみに、現代は、このようなフォーマルな教

てきた。しかし、それらの行為およびその関係の

育・学習の場面以外での学習の成果、すなわち生

在り様は、時代によってあるいは社会によって異

きて働く力、生活の知恵といったものが弱く、ま

なってきた。端的に言えば、それらは自然発生的

た、一面では過剰とも言える（マスコミ等の)、

なものから、次第にその集団・社会の意図的、組

好ましくない刺激・情報の洪水の中で、いびつな

織的あるいは計画的なものとなってきた。現在の、

学習機会・場面が蔓延しているとも言える状況に

子どもたちの義務教育を中心とした学校教育制度

もある。また、一度習得した知識・技術等も、変

は、その最たるものであり、現代の教育・学習の

化の激しい社会にあっては、ほとんどその日進月

しくみが、この学校教育制度を核として成立して

歩の流れの中で、その有用性を失うこと必定となっ

いることは、容易に理解されるところである。

ている。半面、日常生活のほとんどのものが物質

ところが、実際はあらゆる教育・学習が、すべ

的には手に入るようになり、それ以上の精神的あ

てそこに組み込まれているわけではなく、それ以

るいは心の豊かさを求める社会において、なかな

外の場面にも多種多様に存在してきたのである。

かその動機づけやモデルが見つからない状況でも

他ならぬ成人の教育・学習の場合は、むしろこち

ある。

※典型例

、組織的、

○学校教育

、継続的

（拘束性、
)、＜公共性＞
、組織的、

Ｏ公的社会

、継続的、

教育
○off-JT

（自由性、
)、＜公共性＞

、（組織的)、

（自由性、自主性）

図２制度化の度合いから見た教育（形態）の三層構造

－１３１－

Ｏ家庭教育
○ＯＵＴ
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さらに、これに加えて、よく言われるように、

（２）教育（形態）の三層構造的把握の必要性と

いわゆる「意味ある他者」２２）あるいは「地域の

その構築・改編の具体的方向性

教育力｣、すなわち自分と異なる人間の存在ある

かくして、結局、問題の核心は、他ならぬその

いは大人（親）たちの生きる姿が、家庭や地域社

三層構造の「現実態」が、変更を余儀なくされて

会等において、うまく機能していないとも言える

いるということであることが分かるであろう。別

のである。

言すれば、現実の状況が、その「理念型」から、

しかも、一方で、「教えなければならないもの

必要以上にズレているということでもある。ただ

は、否が応でも誰かがきちんと教えなければなら

し、このことは、その「理念型」に照らしてみて、

ない」にも拘らず、それが出来ていない状況

その実態がズレているという、いわゆる「演鐸的」

(｢基本的な生活習慣の欠如」や「欠損体験の増大」

な分析、つまり理念からの照射が先行するのでは

等）があり、そのことも含めて、「人生をいかに

なく、むしろ様々な弊害や限界を呈するようになっ

生きるかということを考えさせる広い意味での進

てきた現実態を、少しでも改善するために、改め

路指導が、学校の基本でなければならない」のに、
それが十分にできていない。したがって、また、
｢ほとんどの人々が職業をもち、家庭をもつこと

の構築・再編成を図るといった方が、より適切で

を考えるならば、学校では当然職業と家庭を中核

例えば、具体的には、学校教育から撤退させた

において教える必要がある」のに、それができて

方がよいもの、あるいは新しく付加させた方がよ

いないというような論23)も、改めて傾聴に値する

いもの、逆に社会教育から撤退させた方がよいも

ものとなってくるであろう。これらの問題状況を、

の、あるいは新しく付加させた方がよいもの、そ

てその理念型を導入し、それとの照応の中で、そ
あるであろう。

いかに問い直すか。新たなる学校論構築の最大の

れらを逐一洗い出し、新たなしくみとして作り直

眼目は、まさにそこにあると言えるのである。

すことである。そこに、新しい学校教育の役割や

こうしてみてくると、上述の学校教育や社会教

社会教育の役割が展望されるのである。別な視点

育の各々の教育・学習の機会・場面は、それぞれ

から言うならば、それらの、現時点における「制

が独立ないし乖離していてはならないのであり、

度化」の必要性の度合いをもう一度吟味し、新し

またどこかの部門に、とりわけ学校教育に一切合

い「社会的意義とそれにふさわしい形」に作り直

切を任せてはならないことが判明するであろう。
また、それは、所詮不可能でもあるし、弊害も極
めて大きいと言えるのである。それ故に、近年の

すことが必要だということである。

｢学校スリム化論議」は、まさにそのような文脈

が見えてくるのであるが、一方各論的には、その

ここに、まず総論的には、こうした教育（形態）
の三層構造の統合のフレームワークづくりの視点

の中で受け止められるべきものであり、そういう

各々の教育（形態）内と間の二つのつながりが、

意味で、本論者がこれまで主張してきた「三層構

それぞれ重要な視点となってくるであろう。その

造構築・改編」の必要性は、ここにおいて改めて
意義をもってくるのである。しかも、要は、その

際、最も重要なことは、それぞれの教育（形態）

具体的なしくみづくり（とりわけ、そのネットワー
クづくり）を、どのように行うかということにな
るのである。

したがって、改めて、これからの学校教育の改

善の方向`性は、そのような「三層構造構築・改編」
の一端としての`性格をその内実に有しながら、フォー
マル教育としてきちんと責任をもってやれる中身
と、それを実現するしくみあるいは財政的な支援
の中で、改めて見出だされるべきものと言うこと
ができるのである。

が双方向の結びつき（やりとり）を、各々強くす
ることだけではなく、むしろ教育（形態）の全体

系のなかで、個々の学習者のあらゆる学習活動を、
それを支援する関係組織・機関等の、（図２にお
ける）上下双方向の連続的なつながりのなかで、
縦横に行えるようにすることである。換言すれば、
教育・学習活動の「全体的な循環」を作り出すと
いうことである。まさに、このようなしくみを作
り出すこと、そのことこそが、他ならぬ「生涯学

習体系への移行」の中身だと言えるのである。こ
うした動きが、たとえ無自覚的ではあっても、現

－１３２－

井上：「生涯学習体系への移行｣に向けての制度論的アプローチ⑤
実の動きとして出てきていることは、その何より

の「発達の最近接領域」をいかに学校での学習の

の証左であろう。

場面として創出し、そこに子ども達を投げ入れる

なお、こうした背景には、一つには、フォーマ

かが重要であるということである。その際、そこ

ル教育の現実態である、現在の学校教育が硬直化、

にもう一つ、学校という場における集団生活ある

閉塞化状況にあること、一つには、ノンフォーマ

いは集団思考（共同性）のもつ意味、これらをも

ル教育の現実態である、現在の（公的）社会教育

う一度再吟味してみる必要もあるであろう2`)。こ

が脆弱な対応状況下にあること、これらを、教育

れらが、繰り返しになるが、具体的には、学校教

(形態）の三層構造の構築・改編のなかで、トー

育の意図性（目的性)、組織性、計画性、継続`性

タルに蘇生、活`性化していこうとする配慮がある

との照応を求めることになるわけである。

ことは言うまでもない。

こうした中、現在、前にも触れたように、いわ

こうしたスタンスのなかで、改めて「制度化」

ゆる「スリム化の問題」が取り沙汰されているが、

という視点で捉えてみた場合、結局、意図的な教

実は、ただ消化量が多いから減らすというのでは

育・学習のシステムのなかで、高度な制度化を必

なく、何をどう減らせばよいのかが見えていない

要とする学校教育と（たとえ、弊害も一部あった

ようにも思われる。だから、多くは既存勢力・既

としても)、そうした高度な制度化は求めないも

得権益・既成価値観の綱引きに終始してしまうの

のの、一応制度化された柔軟かつ足回りのよい

である。

(公的）社会教育が（たとえ、多少脆弱なシステ

ちなみに、例の「学校完全週５日制対応」への

ムであったとしても)、双方の役割をきちんと押

問題もある。そこでは、やはり、「既存教科の再

さえながら、制度化された教育（形態）の全体と

編成と新しい分野の組み合わせの問題」が登場し

して、言わば「連続あるいは循環する教育機会と

てきているようであるが、ある意味では、理の当

して｣、再構築されていくことが必要となってく

然と言えるであろう。すなわち、既設の「生活科」

るのである。言い換えれば、生涯学習（教育）論

のような実験的教科も含めて、「総合学習」ある

のいう、「タテの統合とヨコの統合」の理念を、

いは「教科横断的学習」（｢情報教育」「環境教育」

少なくともこの二つの段階までのレベルにおいて、

｢国際理解教育」「福祉教育」等）が必要となって

両者が力を合わせて実現していくしくみが、現在、

くるのである。

しかも、そうした「発達の最近接領域」の創出

何としても必要なのではないかということであ

場面としての学校での学習場面は、学校教育と社

る。

会教育の役割の新たな洗い出しと、その相互の役
（３）学校をいかに蘇生させるか！

割分担のしくみの創出という、方法論的結合が必

さて、実際には、「学校というところは、意味

要であることは言うまでもない。そして、そこで

を考えない思考を発達させてしまうところ｣２４）と

は、いかにお互いの分野の学習効果を相乗的に組

いうような、そんな皮肉さえ？出てきている昨今

み合わせることができるかである。これも前に述

であるが、では一体、どうしたら、そのような学

べたように、近年、「学社連携から学社融合へ」

校を蘇生することができるのであろうか。

というような言質が登場してきているが、これは

ここにおいて想起されるものが、例えば、有名

まさしく、上述のような文脈が組み込まれている

な、ヴイゴツキーの「発達の最近接領域｣猫）の考

ものであり、方法論的な戦略の一つとして注目さ

え方ではないかと思われる。これは、いわゆる人

れるものと言えよう。

すなわち、従来からの「学社連携」は、基本的

間の発達を保障する学習理論への再注目というこ

とになるが、言うなれば、このようなことのみが、

にはお互いがお互いのスタンス（立場・役割）を

学校の存在価値を規定するのではないかとさえ思

崩さずに協力し合うというイメージが強く、しか

われるのである。したがって、それが、ここで提

も結果的にはどちらかがどちらかに一方的に協力

起する学校の「特定性」を支える有力な根拠とな

する、もつと端的に言えば、学校教育が社会教育

るのではないかということでもある。つまり、こ

に協力する（eg＿学校開放）というような関係に
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あった感が強い。一方、「学社融合」の概念は、

青は学校だけで終了しない」ことは明らかとなる。

それらをある意味では超克した形の、つまりお互

それ故に、そこにおいては、「学校教育はインフ

いの持てるもの、あるいは必要なものを相互に出

ラストラクチャー」となり、「知識・技術及び社

し合って、新しい第三の領域（融合部分）を意図

会性におけるシビルミニマム（市民としての最低

的に作っていこうとする力と方向性を持っている、

基準)」を保証するところとなるであろう澱)。

と言えなくもないからである。

また、学校教育は、一方で「社会の再生産を可

しかしながら、これもまた現実的な方法論の一

能にすることを基本的任務としている」のであり、

つであって、決して全体を包括した目的論とはなっ

したがって、「すべての者が身につけるべき知識・

ていないことに留意すべきである。すなわち、

技能を伝えると同時に、共通価値を教え、社会的

｢何のためにそれをやるのか？」を常に念頭に置
きながら、実践することが必要なのである。なお、
それらを、制度的、構造的に進めるためには、い
わゆる「地域教育経営」の視点とそのしくみが要

統合を図ること」が求められることにもなる。さ

請されることは言うまでもない。このことについ

格性は必要」となり、ある意味では、「個性の伸

ては、論者は別の機会で検討している幻)。

長は、学校外ないしは中等後教育の任務」となる

らにまた、「特に初等・中等教育では、すべての
子どもに必須の知識・技能・態度を身につけさす」
ことが任務となり、そうなると、「ある程度の規

であろう。別言すれば、「基礎学力や一定水準の

５．改めて、義務教育とは？

教養、社会性などが身につかなければ、学習者個
人としても就職や社会参加が難しくなり、これか

ここで、改めて、義務教育とは、一体どのよう

らの社会でまともに生きていけない」ということ

に捉えればよいのであろうか。このことについて、

になるであろう。まさに、これが、実質的な「義
務教育」としての存在意義とも言えるものであろ

若干ではあるが、論究しておきたい｡今、学校教
育、とりわけ小中学校教育に求められているのは、

う霞)。

実は、このことに対する明確な回答ではないかと

とは言え、現在、ここのところが重要な点であ

さえ思われるからである。ただし、これについて

るが、実際多くの子ども（その背後にいる親や大

は、最も単純には、そこにおける子どもたちの保

人たち自身も）が、実はこのようなことを、残念

護．育成と教育の機会均等（厳密には、形式的な

ながら、「自明なこと」として認知してはいない

スタートの平等？）の実現の機能と言ってよいで

のではないか、あるいはしたくないのではないか。

あろう。要は、これらを、いかにバランスよく実

しかも、現在の数多くの問題事象は、そのこと自

現するかであろう。したがって、また、そこから

体の混沌あるいは無効性を、ある意味では表明し

｢何故「義務」なのか！」の再検討の糸口（自由

ていると言えなくもないのではないだろうか。つ

とか権利との比較考量）も見出だされるものと思

まり、他方で、このような現実に対する状況認識

われる。ちなみに、法的構造としては、周知のよ

がないと、上述のような捉え方は、単なるお題目

うに、それは、「親の教育義務」（憲法第26条）と
いう形で実現されるものとなっている。具体的に

あるいは空虚な空念仏になりかねないのである。

は、そのような見地からの教育内容とその位置づ

な子どもたちの問題現象が見られる。例えば、

けが、問われることになるであろう｡

｢対人関係能力の欠如・稀薄」（ルール・遊び方等

ちなみに、これらに関連して、現在、次のよう

ここではその具体的検討は省略するが、その際、

を持たない、知らない！）、「成育上の不遇・不満

その大前提として、「学校」という「特定の場」
における「教育・学習」の意味と、そこから導き

表層と深層の使い分けをし、決して自らの本音を

出される社会的役割をどのように位置づけし直す

に対するとじこもり」（どのような状況であれ、

かが問われることはいうまでもない。例えば、

さらけ出さない！）、「落ちこぼれ意識の共有化」
(｢集団化」し、それがいわゆるイライラ、ストレ

｢これからの社会においては、知識や．情報の陳腐

ス・エネルギー発散の集積地となっている！それ

化が加速度的に速まる」ことは必定であり、「教

が、また、いじめ等を誘発する母体となっている！）
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等が挙げられる。したがって、現実の義務教育に

のスリー・サイクルが、いい意味で循環すること

おいては、このような状況についての実際的なケ

収・発散させるとともに、個々人の興味・関心あ

ができるならば（知識の循環→意味や価値の世界
への水先案内)、義務教育は、まさに人間社会に
とって、必要不可欠なインフラ・ストラクチュア

るいは長所の発見・伸長を図ることが求められる

と呼べるに相応しいものとなるであろう。

アも求められるのであり、それらをいい意味で吸

ということである。事態は、確かに複雑かつ深刻

なお、以上のような義務教育の学習内容・テー

なのである。

マ（例）としては、「老衰や疾病、親愛なる人の

さて、こうした中で、改めて「義務教育」の存
在価値を求めるならば、これまで述べてきたよう

喪失、人との出会い（とりわけ男女の出会い)、

生涯の伴侶の選択、戦争や革命、誕生する子ども、

に、その特定の時間と空間が、全ての生活関連領

生命の神秘や宇宙の謎、この世の意味、有限な存

域との連動・循環の中で、子ども達の新たな「意

在の無限なものとの関係、見つけなければならな

味や価値の世界づくり」にいかに関わっていける

い職業や金銭、払わねばならない税金、競争、宗

のか、あるいはまた、それらをどのように作って

教及び政治的な関わり合い、（政治的、社会的、

いくのかが、いわゆる「自己形成」あるいは「ア

経済的な）隷属と自由、夢と実現」あるいは「諸

イデンティティ形成」の問題として、クローズアッ

変化の加速、人口の増大、科学的知識及び技術体

プされてくることは言うまでもない。したがって、

系の進歩、政治的挑戦、情報、余暇活動、生活モ

ここに、教育（形態）の三層構造的把握の意義も、

デルや諸人間関係の危機、肉体・イデオロギーの

改めて見えてくるのである。こうした教育の全体

危機」（ポール・ラングランより)初）等も参考に

性あるいは循環性の中から、ここで言う「義務教

なるであろう。

育」の方向性や妥当性が見えてくるならば、新し
い段階としての学校論の登場もすぐそこであろう。

すなわち、いかにその「特定性」の中身を、他と
の連動性・循環性の中で、純化・実現するかなの

6．おわりに～生涯に亘る「学習」をいか
に支援・組織化していくのか？～

である。

以上、新しい学校論構築の必要性とそれを導く

かくして、これからの義務教育諸学校は、改め

教育（形態）の三層構造構築・改編の道筋を、大

て将来のための「準備機関としての学校」あるい

まかではあるが述べてきた。最後に、そのまとめ

は「生活の場としての学校」として位置づけられ

として、人々の生涯に亘る「学習」をいかに支援・

るのであり、そこにおいて、子どもたちの「役割

組織化していくのかという視点から、従来の学習

取得」「集団所属への準備」が行われることにな

観→学力観→評価観→教育・指導観→それらに支

るのである。これらは、言うなれば、教育・学習

えられたしくみづくり、これらの変化をどう作っ

の「wants-meeting原理｣301ということもでき、

ていくのかということに言及しておきたい。

まさにそれが目指す「知・徳・体の調和的発達｣、

とにかく、今求められるのは、これまでの教育・

そのこと自体として位置づけられるものとなる。

学習の大前提にあった、子どもを大人（一人前）

実際、このような形で、義務教育は、それを万人

にする、あるいは人生の早い一時期のみでそれが

に最低限度保障し、確保するためのシステムない

完結するという、限定時系列的な捉え方（教育＝

し社会的装置とならなければならないのである。

子どもの教育）からの脱却と、教育＝学校教育と

近年叫ばれている「生きる力の育成」「心の教育」

いう、限定空間的な捉え方での教育・学習観、す

等は、それを改めて表明しているとも言えるであ

なわち、そこにおいてのみ知識、技術あるいは態

ろう。

度の習得及びその変化のプロセスが生じるという

しかも、このような中で、人間（子どもたち）

ことからの訣別なのであり、それらを超克する、

の「理解の幹」（考え、自己決定を行っていく力）

一人ひとりの一生涯に亘る学習の支援システムと

が形づくられ、その形成のプロセスにおいて、

しての、各教育（形態）の連続性・循環性を実現

｢体験（模倣）→想像→創造」という成長・発達

する方途の模索なのである。
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そういう中で、これまでの教育・学習のプロセ

実感から、教育や学校が忌避され、用語にしても、

スを、例えば「文化的実践への参加としての学習」
とか、「自分探し（アイデンティティ形成）の旅」

それらの使用が否定や反発を受けていることであ

と新しくなぞらえても、ただそれだけでは、なか

一定の評価は得られるものの、教育それ自体（誰

る（e9．教育→学習支援、生涯教育→生涯学習)。

なかその打開策は見えてこない。これらは、前に

かに善くなってもらいたいという願いを込めた、

も述べたように、いずれも「学習」と「教育」の

他者への意図的な働きかけ！）が否定されたり、

新しい関係を導き出しつつあるものとは言えるが、

遠景に退かされたりするということであれば、む

それらはあらゆる「教育・学習」に前提としてあ

しろこれほど危険なことはない。これは、決して

るものであり、必ずしも高度に制度化された「学

偏狭な国家主義からのそれではない。人間が社会

校教育」にだけ妥当するものではない。否、むし

生活を営む上では、至械当然なことではないだろ

ろ、それ以外の教育・学習の場に、より妥当する

うか。問題は、教育と学習の良好な関係を、いか

ものとも言えるであろう。

に作り出していくかである。それは、学習によっ

そうしたことも含めて、これまで述べてきたよ

うな教育実践の内容を実現するためには、具体的

て教育を消し去ることでは、決してないのであ
る。

には、教育行政の一元的対応（学校教育と社会教

育の一元化)、それを実現する教育施策体系の見
直し、および教育関係人材の正当なる養成・配置・
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