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完全学校週５日制時代の教育のあり方

｢学社融合」を目指す「地域教育経営」の重要性一

井上講四

Kohshilnoue

APerspectiveofEducationSystemiｎｔｈｅＳｔａｇｅ

“FivedaySchoolinginaOneWeekPeriod，,：

SignificanceofEducationManageｍｅｎｔＢａｓｅｄｏｎｔｈｅＣｏｍｍｕｎｉｔｙ

Ｔｏｗａｒｄｔｈｅ‘`FusingofSchoolEducationandSocialEducation，,

公立学校の完全週５日制がスタートして、早１年半が過ぎた。かなりの混

乱も予想されたが、およそ10年間の地ならし期間があったこともあり、個別

には様々な問題点・課題もあるようではあるが、表面的には、まずは順調な

滑り出しといったところか。こうした中、近年、「学社融合」という用語が

多用され、これまでの「学社連携」を超えた、新たな学校教育と社会教育の

緊密な連携・協力体制づくりが進められている。だが、現時点までの「学社

融合（連携)」は、両者の事業・活動の重なり合うところを「融合部分」と

称しての、かなり限定的あるいは表層的な関係の中での、協働プログラムの

創出に重きが置かれているのではないか。そこに、「何のために、そうした

事業や活動を行うのか」あるいは「お互いの教育機能や成果を、何故、組み

合わせる必要があるのか」等が、双方にとって等しく共通理解されていなけ

れば、それにかける時間や労力の割には、さほどそのメリットや成果が現れ

ないのではないか。本稿は、以上のような問題意識に基づいて、完全学校週

５日制時代における教育のあり方を、改めて「学社融合」を目指す「地域教

育経営」の重要性という観点から検討を加えるものである。
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はじめに～問題設定～

公立学校の完全週５日制がスタートして、早’年半が過ぎた。かなりの混

乱も予想されたが、およそ10年間の地ならし期間（平成４年９月からの月１

回、平成７年度からの月２回の土曜休日試行）があったこともあり、個別に

は様々な問題点・課題もあるようではあるが（授業時間数の確保や学力低下

への懸念あるいは地域の受け皿づくり等)、表面的には、まずは順調な滑り

出しといったところであろうか。いくつかの調査によると'１，そこで主張さ

れた「『ゆとり』の中で、『生きる力』を育む」ということがどれだけ実現さ

れようとしているか、多少首を傾げるところもあるが、とにかく「休みが増

えたこと」自体は、特に、当事者である教職員や子どもたちには歓迎されて

いるようである。

ところで、近年、主として社会教育サイドからの主張とはなってはいるが、

｢学社融合」という用語が多用され、これまでの「学社連携」を超えた、新

たな学校教育と社会教育の緊密な連携・協力体制づくりが進められているこ

とは周知の通りである。文字通り、これからの「完全学校週５日制時代」に

あっては、そのような「学社融合」のシステムづくりは、まさに喫緊の課題

であると言ってよい。

しかしながら、性々にして現時点までの「学社融合（連携)」は、両者の

事業・活動の重なり合うところを「融合部分」と称しての、かなり限定的あ

るいは表層的な関係の中での、学校教育と社会教育の協働プログラムの創出

に重きが置かれているように思われる。もちろん、そうしたお互いの具体的

な教育目標・教育プログラムの「重なり合う部分」を意識し合い、まさに

｢ヒトモノ、カネ」を相互に出し合って、協働事業や活動を行うことは重
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要ではある。しかし、そこに、「何のために、そうした事業や活動を行うの

か」あるいは「お互いの教育機能や成果を、何故、組み合わせる必要がある

のか」等が、双方にとって等しく共通理解されていなければ、それにかける

時間や労力の割には、さほどそのメリットや成果が現れないということにも

なる。実際、そのことについて、関係者の多くが、「面倒なこと、余分な仕

事」というような受け止め方を、深層の部分ではしているようにも感じられ

るのである。

そこで、ここでは、上述のような問題意識に基づいて、完全学校週５日制

時代における教育のあり方を、真に有効な「学社融合」を目指す「地域教育

経営｣2）の重要性という観点から検討を加えてみることにしたい。何故なら、

そこには、本論者がこれまで主張してきた、教育（形態）の三層構造的再編

成（人々の生涯に亘る教育・学習の時間的・空間的なつながり．広がりを創

り出す相補・循環システムの確立）の必要性が、改めてクローズ・アップさ

れてくるからである。ちなみに、その意味では、本テーマは、近未来的には、

緊急なる－つの解決すべきトピックとしての観を呈しているが、普遍的な部

分においては、まさにこれからの教育のあり方を、時間的にも、空間的にも、

一つの確定的な（半永久的な？）枠組みの中で、模索・再構成していくとい

う位置づけの下での設定であることにもなる3)。

１．そもそも学校週５日制とは何か？！

そこで、ここでは、まずは当事者たる「子どもたち｣、「大人・親たち（社

会)｣、そして「教師たち（学校)」の３者の視点・立場から、この完全学校

週５日制のもつ意義あるいはそれのもつ波及効果について、その大要を確認

しておくこととしたい。

(1)子どもたちにとっての意義、波及効果

まず、この完全学校週５日制の導入の、子どもたちにとっての意義あるい
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は波及効果は、端的には彼らの多忙な毎日を緩和させ、ゆとり（時間的・精

神的）を回復させるとともに、一方では豊かな体験の機会を提供することで

あった。それらは、いわゆる受験勉強や塾通いを強いられ、「心の荒れ」（ア

レる、キレる)、「出口なき憂うつ｣、「居場所なき時間・空間」をさまよう、

多くの子どもたちを救済するということであった。そしてまた、その背景と

しては、現代の子どもたちの間に学習・生活意欲のなさが蔓延するとともに、

将来への目標や人生のモデルがなかなか見つけられないといった、青少年期

の不安定さ（モラトリアム、刹那主義等）や問題行動・現象があり、しかも、

一方でそれらと関係して、欠損体験（自然・生活・異年齢体験等の希薄・欠

如）や困難・感動・触発体験（五感に訴える！）のなさ等があったわけであ

る。こうした背景にある子どもたちの状況が、これからの教育・学習のあり

方にとっての本質的な問題であることは、あまりにも明らかである。すなわ

ち、これ自体は、まさに「教育論的な視点」からの措置であったということ

ができる。

（２）大人・親たち（社会）にとっての意義、波及効果

一方、大人・親たち（社会）にとっては、日本人の働き過ぎ等が外国から

も指弾されるとともに、子どもたちと同様に、ゆとり（時間的・精神的）の

なさもあって、社会の週休２日制が指向されたことが、その背景としてあっ

たことは周知の通りである。それとともに公務員の週休２日制も導入され、

余暇社会の誕歌の中で、生活スタイル・パターンの変化が急激にもたらされ

ていくことになったわけである。ただし、その後、バブル崩壊、リストラ等

の厳しい時代を迎え、「社会の週休２日制」は、実質的には、かなり暗礁に

乗り上げることとなっていることは、これまた周知の通りである。しかしな

がら、こうした社会の週休２日制が制度的に覆されることは、基本的にはあ

り得ないことである。そうだとすれば、大人・親たち（社会）にとっては、

改めて自分たち自身の休日のあり方をどうするのかということ、そしてまた、
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子どもたちの休日にいかに対処するかということの二つの課題が、言わばセッ

トになった形で問われていることに変わりはないのである。したがって、心

情的には理解されるが、教師たち（学校）に文句を言ったり、「元に戻せ！」

というような言動を取ることは、まさに自分たちの教育（力）の責任回避と

いうことになるわけである。

（３）教師たち（学校）にとっての意義、波及効果

他方、当分は、そうした一般社会の週休２日制の埒外にあった教師たち

(学校）にとっての意義、波及効果は、上記２者の観点・スタンスからすれ

ば、かなり微妙である（あった）ことは言うまでもない。一般社会の状況あ

るいはそれ以上の負担や苦悩を背負っていたにも拘わらず、職務の性格上、

そうはいかない（かつた）からである。しかし、実は、ここが一番のポイン

トであることは言うまでもない。何故なら、改めて学校の週５日制は、教職

員（公務員としての）の週休２日制の実現から始まったことは、よく知られ

ていることだからである。つまり、それは、基本的には社会（公務員）の週

休２日制の延長の中で出現してきた制度であるということである。したがっ

て、子どもたちの教育論としての、「『ゆとり』の中で『生きる力』を育む」

という位置づけは、厳密に言えば、「あとづけ」的な意義だということなの

である。

とは言え、実際は、このことを、かなりの部分でオブラートに包んだ形の

実施の推移であったとも言えるが、やはり「どうする学校（教師）？」とい

うことであり、結局は「学校（教師）は覚悟を決めよ！」ということになる

のである。もし、この覚悟を、いたずらに延期したり、自ら乱したりするよ

うなことになれば、全体の混乱や不平・不満は残存するし、教師（学校）間

の足並みも、決して整わなくなるであろう。ここは、まさに重要な分岐点な

のである。
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２．学校週５曰制の光と影

（１）ゆとり、豊かな体験への期待

さて、こうした状況の中で、果たしてその進捗状況、結果はどうなのであ

ろうか。ただし、まだまだスタートしたばかりという面も多く、本格的な評

価はこれからであることは言うまでもない。とは言え、相変わらず目的・目

標なき時間・空間・関係（仲間）を生きる子どもたちが、後を絶たないのも

事実である。ある意味では、全体のレベルが下がっているとも言えるし、

｢悪貨が良貨を駆逐している」というような状況でもある。しかも、調査結

果からも明らかなように、まだまだきちっとした土曜（休日）対応の生活パ

ターンが確立されているわけでもないようである。しかしながら、やはり目

を転じてみると、様々な直接体験の機会・可能性は増えたのであり、その意

味では多様な学習機会が準備されているとも言えるのである。このように、

子どもたちのゆとり、豊かな体験への期待は、増大することはあっても、決

して減じられることはないのである。しかも、後にも触れるように、例えば

夢中になって遊ぶことの重要性は、精神のコントロール能力（興奮と鎮静の

バランス）をつけるということにあると言われているが（大脳生理学的知見)、

今やそれが改めてのチャンスなのでもある。

(2)（受験）学力vs.生きる力＜学力低下論争？＞

ただし、一方こうした中で、はじめにでも述べたように、授業時間数の大

幅削減による学力低下への懸念、月から金までの多忙、疲れ、ゆとりのなさ

が顕在化し（子どもたちばかりでなく、教師たちも)、本当に「ゆとり」の

中で「生きる力」を育むことができるのかという不安や焦りが、現場関係者

の中にもあることは確かである。そのことは、やはり重要な問題点として押

さえていかなければならないであろう。ましてや、最近年、「生きる力」か

｢確かな学力」（平成14年１月の文部科学大臣「緊急アピール学びのすすめ｣）

か?!というような二者択一的な捉え方が、学校現場では普及している感もあ
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る。いずれにしても、短期的な視点と長期的な視点、その双方の視点をもつ

ことが重要であることは言うまでもない。

とは言え、これは、決して学校や教師の責任とばかりは言えないものであ

ることも言うまでもない。従来の学校、教師の置かれている状況、そこにお

ける不備や葛藤の構図を見極めないままに、学校改革、教師の意識改革を進

めようとしても、他ならぬその内部からの必然性、納得感が生まれていなけ

れば、そのプラスのエネルギーが得られることは決してない。そこが、今問

われるのである。学校週５日制には、このような「光と影」が混在している

とも言えるのである。

（３）本来的には相反しない「生きる力」と「確かな学力」

だが、冷静に捉えれば、そうした「生きる力」と「確かな学力」とは、こ

れも後から述べるように、本来的には相反しないものである。要は、それを

対立的・対比的なものとして捉えるのか、相補・循環的関係として捉えるか

の違いなのである。ここを見失っているのが、昨今の学力低下論議とも言え

るのであるが、今こそ、その点を確認しておく必要があることは言うまでも

ない。いつまでも、その双方のしがらみで、言わば一種の「股裂き状態」を

続けるわけにはいかないのである4)。ただし、やはりこの場合、学校教育

(教師）だけで、こうした事態に対処しようとしているのであれば、これは

かなり荷が重いのであり、関係者の熱意や労力に敬意は表されるものの、あ

まり意味はないのではないだろうか。何故なら、少なくとも現段階までは、

多くはある種の妥協や暗黙の了解（関係者の発想そのものが変わっていない

ことも含めて）が内在しており、その枠組みの中では、どうしても「括弧付

きの」取り組み（｢とにかくやらなければならない」というスタンス）に終

始せざるを得ないからである.そうなれば、結局は子どもたちの間には、従

来の、例えば「つき合い.馴れ合い型学習｣、「リアリティの欠如した学習」

等5)がはびこることは歴然であろう。
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３．ある現場教師の教育実践から

では、そのためには、一体どうすればよいのか。簡単な答えは、決して用

意はされていない。だがまさに、ここが成否の分かれ道であることは言うま

でもない。そこで以下、ここでは、ある現場教師の教育実践を手掛かりにし

ながら6)、「教育・学習の循環・相補システムの必要性」という観点から、

これからの教育・学習のあり方を展望してみることにしたい。

(1)現場教師の苦悩～矛盾・葛藤の中での直観～

早速、その現場教師の、次の述懐に注目してみたい。

仕事の多くは、ことばを労し紀号を介しながら、ものごとの意味を「教える」作業

であった。けれども、その傍らで、ことばや記号では決して教え切れぬものにこだわっ

てもきた。それが、いまを生き、先々を生きる子どもの根のようなものに思えたから

である。7）

ここでの引用自体は短く、そのためかなり抽象的な印象を与えるものとな

らざるを得ないが、まずは、まさにそうなのである。結論から先に言えば、

｢学校における学びの場全体」が、実はそうした「矛盾｣、ある種の「葛藤」

の中にあるのである。ちなみに、本論者は、その「矛盾」「葛藤」を、「学校

の特定性」（時間と空間と関係が限定されているということ）という形で見

ているのであるが、要は、そうした矛盾・葛藤を、学校での授業の巧拙ある

いは個々の教師の力量の問題としてのみ捉えるのか、それとも、そのこと自

体の有限性との関わりの中で捉えるのかということなのである。

だが、これまで性々にして、そのような前提は、「学校」という、あまり

にも日常的となってしまった教育実践の場の中では忘れ去られているという

のが、実情なのではないだろうか。改めてここに、本論者は、問題解決の糸

口を見出そうとしているのである。すなわち「完全学校週５日制」には、あ

る意味では、その、言わば「常識」となっている学校の存在を問い直すとい
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う意義が潜在しているということである。もちろん、だからと言って、実際

の日々の学校経営、授業改善への内部努力が、不必要だなどと言っているわ

けでは決してない。これに関わって、次の言説が、改めてクローズ・アップ

されてくる。

学習のベースとなる先行経験とか既有概念や知織というものが、たとえその子にあっ

たとしても、それらが呼び覚まされ、働きだすような「その子にとって」の「出会い」

がない限り、学びは「その子のもの」として成立しない。「その子にとって」の状況

には、さまざまないきさつがあろうが、少なくともその子が自分の追究を選べる「場」

や選び取るための探索の「時」がなくてはならない`)。

さて、いみじくも、この言説には、重要なポイントが二つ指摘されている。

一つは、「（学校での）学習のベースとなる先行経験とか既有概念や知識と

の出会い方」に関わる問題であり、もう一つは、それに続く「追究を選べる

『場』や選び取るための探索の『時』の構築の仕方」に関わる問題としてで

ある。ちなみに、このことは、近年ブームとなっている「総合的な学習の時

間」における、「体験学習」や「調べ学習」の意義と密接に関わってくる問

題ではないだろうか9)。ここでは一旦そのことは差し置いて、次を見てみよ

つ。

「こうしたら、こうなるかも」と思いをめぐらしながら、自分の「問い」を形づくっ

ていくということ。形づくっていくために、具体的なはたらきかけを試みることIこそ

そられるということ。想えば、こうした「探索」の「時」を過ごすところに、学ぶよ

ろこびがあり、自分が自分であることの実感があるのではないか'0)。

非常に、興味深い指摘である。これまた、まさにそうであろう。ここでの

思いは、たまたま学校（教室）を離れ、近くの野原に行っての観察学習（や

ぎとの戯れや気晴らしも含めた）がその契機となっているものであるが、そ

こに示されている学習の潜在可能性には、暗示的なものが実に多く横たわっ
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ている。そしてさらには、様々な子どもたちの欠損体験や受験教育・暗記学

習からの負の影響の存在が、半ば陰画的に灸り出されてもくる。次の言説が、

そのことを如実に物語っている。

このことは、理科学習に限らない。学校における学びの場全体が、こうした保障を

持ち得ているかどうか。そのためにどんな配愈が凝らされているかといったことが気

になってくる'0)。

とにかく、ここに、現場教師としての矛盾・葛藤が生まれてくるわけであ

るが、ある意味、何と辛い？関係であろうか！「しかも｣、である。

＜子ども達が＞思いをかけるからこそ、思いがけない（出会い・発見）が生まれる。

その思いが深いほどに、思いがけなさは鮮烈になる。そして、その思いがけなさによっ

て、思いのかけ方（行い方）が変容を遂げていく…。こうした理をしみじみ実感する

ほど、子どもの活動を、教師くカリキュラム＞の都合によって、うかつに操作するこ

とがちゅうちょされる.そして、理のおもむくところに殉ずるすべを、子どもから教

えられようとする'2)。

何と誠実で、謙虚な姿勢であろうか。こうした教師（としての実感）は、

本当に貴重なものである。だが、やはり現実には、この教師も告白している

ように、こうしたプロセス（時間と場と関係）は、残念ながら、そもそも学

校教育というシステム、枠組みには馴染めないものなのである。何故なら、

学校という、意図的・組織的・計画的・継続的な教育機関には、本来的にそ

うしたものを出来るだけ排除するような指向性（画一性・効率性・集約性）

が働いているからである。これが、先ほど述べた「学校の特定性」というこ

とでもある。要するに、逆に、そうしたことを実現するために、わざわざ学

校という作為的時間と空間と関係を作っているのでもある。ある意味、それ

を、皮肉にも無理やり打ち壊そうとしているのが、例えば昨今の「総合的な

学習の時間」とも言えるのであるが、実態からすれば、それには最初からジ
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レンマがつきまとうのは、当然と言えば至極当然なのである。

（２）矛盾・葛藤の中での直観が指し示すもの

したがって、結局は、次のようにならざるを得ない。何ともやるせない、

｢良心」の吐露でもある。

一事が万事、いったんこうしたやり口＜様々な指示行為＞に手を染めると、それは

とめどなく「制圧」の道を突き進むことになるのだった。学校用の子どもに仕立てあ

げようとすればするほど、子どもは次第に生気をなくし、中には腹痛を訴える子も出

だす。…この先どうしたものやらと、出ロの見えない焦りといらだちがつのった。い

ままでかかわってきた高学年のあの子らは、所せん私に付き合ってくれたに過ぎない。

私は、付き合ってくれている彼らの背にまたがる騎手に過ぎなかったのかもしれな

い'3)。

ここには、確かに、（学校という場において)、「もっぱら『ことば』で子

どもを動かし、分からせようとしている自分と、『からだ』で応え、分かろ

うとしている子どもの違い」１４１が、歴然としてあることが示されている。し

かし、繰り返しになるが、ここでもそれは、ある意味では仕方のないことで

あり（学校教育を続ける限り？！）、少なくとも理論的には、教師の個人的・

人間的な苦悩を導くものでは決してないのである．しかしながら、やはり誠

実で、良心的な教師は苦悶せざるを得ないのであろう。

＜学校や教室では＞絶えず何かをしなくては、という思いに囚われる教師。そして、

こうした教師に絶えず注意を向けねばならぬ子ども。これが教室く学校＞の届苦しさ

だった。－略一くしかし、野では違った＞・野にあって、無心に遊ぶ子どもにふれる

｢心地よさ｣、息づまった体がほどける「心地よさ｣、ここから身を引き離す気にはな

れなかった。野に出ることで、かろうじてもちこたえている。そんな感じでもあっ

た③。
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果たして、本論者は、ここに解決の糸口があると考えているのである。こ

うした学びの場と時間と関係をどのように創り直していけばよいか、そこで

どのような要素に配慮すればよいか、そうした解答が、この直観の先に用意

されていると思われるのである。

この子らは、思うことと動くことはひとつなのだ。「活動する」時間、「考える」時

間などと仕分けすることは、私く教師・学校＞の側の都合に過ぎない。そう思えてき

た。教室と野を行き来する。やがて、その境目が薄れて重なってくる。以来、専らな

遊びこそ、かけがえのない学びだ、確かにそう思えるようになるまでに、たくさんの

いきさつがあった。けれども、いま思えば、「お勉強」に迫られながらも、私の関心

が子どものありのままから離れずに来たのは、結局のところあの野の「心地よさ」に

発している。そんな気がする。－略一心おきなく子どもに注目し、その事実を先々ま

で見届ける。こうしたことによってしか見えてこないもの、思い及ばぬものがある鵬)。

何か見えてくるものがないだろうか。ここに、学校（教室）での授業を、

時間的、空間的に、かつ関係的に、そのつながりや広がりとの関連で眺めて

みると、どうなるであろうか。一つの可能性やヴィジョンが、そこには広がっ

て見えてくるのではないだろうか。

（３）学校教育の存在意義一矛盾・葛藤の先にみえているもの－

次に、もう一つのポイントを追究してみよう。まず、次の言説に注目して

みたい。

連続するヤドカリ遊びの様子を観ていると、それは実にさまざまなのだが、その中

身には、単なる繰り返しでない、ある「相」をもった展開がみえる。自分の関心やお

もしろみによってヤドカリを扱うというような局面が、そのひとつ。－略一その視野

にはヤドカリの都合というような部分は、あまり映っていない。どちらかと言えば、

自分本位な様相にある遊び。一略一くただし、そこには＞ヤドカリの特異さを発見す

る楽しみがある。もう一つの「相」は、摘成的な遊びとでも言えそうなもの。－略一
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ヤドカリの動きに添いながら、同時に自分の側のおもしろみを構成して楽しむといっ

た動きが見られる。－略一内面では見立ての世界を楽しむとともに、ヤドカリの動き

を、より視野の中に入れている、。

さて、ここが、単なる時間的、空間的なつながりや広がりを求める契機と

違う点となることは明らかである。すなわち、一方で、学校教育の独自な意

義を導き出すことができるということである。つまり、こういうことである。

｢ヤドカリで遊ぶ」から「ヤドカリと遊ぶ」への位相の転換が（これが重要

な学びの契機となっているわけであるが)､篭曇ｌｌ１ｉ鰯|iii蕊iii震iii1ijipiilji露遷簿
さらに広がるということである。例えば、より広がった視野での観察の結果

を板書する。そこから、様々な（自己）表現活動の端緒も生まれてくる。歌

にできそう。その歌で体操もできそう。ゲームもできそう。そして、それに

名前をつける（ヤドカリたいそう、ヤドカリゲーム）といった具合である,帥。

このことが、学校（教室）という場では、実に有効だということである。さ

らに続く。

表現、つまり熱中のなかにあった自分を表す活動。こうした時の子どもは、表現に

よってヤドカリと共にいる自分を味わったり、意味づけたり、そこからまた、新しい

活動を生み出したりする。－略一ヤドカリの居場所にしていた大きなたらいの中に、一

略一ヤドカリにとってのシチュエーションを、子どもが配慮しだすことである。これ

は、様々な遊びを体験する中から、子どもに見えてきたもの、感じられてきたものと

無縁ではない。ここに、ヤドカリの側に思いをかけ始めている子どもを見ることがで

きる１，》。

ここから、次のような最後の自問自答に行き着く。しかし、それはまた、

次の学習ステップへの道筋が示されるということでもある。

さて、こうした相を経た子どもは、さらにどのような局面をたどるものなのだろう

か20)。
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とにかく、この最後の自問自答に、我々はどのように応えることができる

であろうか。いずれにしても、ここに「教育・学習の相補・循環」が求めら

れるのである。しかし、要は、そうした教育・学習の相補・循環を、学校

(教育）だけで創り出していけるかどうかということでもある。そしてまた、

そのことが、そもそも良いのかどうかということが、問われるということで

もある。

しかし、答えは、最早「明瞭」であろう。学校（教室）での授業や教師の

働きかけ、あるいは友達との関わりあい、そうしたプロセスと内実の存在が、

言わば学校教育の存在価値なのではあるが幻)、それだけでは限界や無理があ

るのである。かくして、時間と空間と関係を解放しなければ解決できないと

なれば、そのことと、外部（時間的、空間的あるいは関係的な構図として受

け止めれば、学校外あるいは学校後の教育・学習）との連結をいかに図るか、

そこが問われるのである。ちなみに、ここの部分が、近年唱導されている

｢開かれた学校」の本質的な部分であると、本論者は捉えているのでもある。

以上のことからも明らかなように、本論者は、まさにこうしたレベルでの

学校（教師たち）の自問自答への解答を有していないと、「学社融合」「体験

学習の必要性」あるいは「(地域を巻き込んだ）特色ある学校づくり」等と、

言葉の上だけで何度主張してみても、決して学校現場に、現在の教育改革の

必要性や妥当性を納得させることはできないと考えているのである。地域と

の協力関係づくり、開かれた学校づくり等Ｔ例え最終的には、法律やシステ

ムの問題に到達せざるを得ないにしても、そうしたレベルでの議論や合意形

成がなければ、現場において法律やシステムがうまく機能しないからである。

納得のない改革は、決してうまくいかない。このことは、これまでの大いな

る反省でもある。

(4)教育・学習の相補・循環システムの確立の必要性

とは言え、ここに現実の難しさがあるのであるが、改めてその解決の方向
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性はあるのであろうか。あるとすれば、そうしたジレンマをどのように解決

していけばよいのであろうか。そこに登場するのが、まさに、生涯学習（教

育）論に言う、タテ・ヨコのつながり.広がりを意識した教育実践の枠組み

であり（｢生涯学習体系への移行｣)、それを実現させる「教育・学習の三層

構造的再編のしくみづくり」なのである。

ポイントは、以下の通りである。まずは、学校教育（の成果）を、時間的、

空間的、そしてまた関係的に、他の教育分野（の成果）と関わりをもたせる

ということである。そしてまた、そこでの成果を、再び学校教育の中に取り

込んでいくということである。図ｌは、そのことを教育の三層構造的な枠組

みの中で、双方向の矢印の関係で示したものである。ちなみに、最近年唱導

されている「確かな学力」と「生きる力」の捉え方の相違とその関係も、そ

の中で位置づけてみることができる。

i≦
】な）学力（ＦＥの中で意識されるもの〉

る力（この梢造全体の中で意識されるもの）

※ＦＥ：FbrmalEducation学校軟育を典圃とする定型救育

ｌＷＥ：NonjbrmnIEducBtion公的社会敬育を典型とする非定型牧育

【ＦＥ：InlbIPmH1EducHtjon家庭放亦を典捌とする無定形19t宵

・ＩＬ：IncidentnILeurning生活の様々な叫面での偶発的学習ＩＬ．.､．ＩＬ：IncidentnILeur
p△⑤U=トーーーーーー←－．－－－－マーマー１－皿１－▲い～B-①■-マーサーヰ●一句1--●!■｡!●■■●』0甲孚￣①やＳ－ｏ十＄~●①●○

教育・学習の相補・循環システムの構造図１

４．地域の教育力と学校の姿勢

一方、こうした完全学校週５日制を契機として、もし、そこにおいて、改

めて学校の役割、家庭や地域の役割を、もう一度原点に返って捉え直しをし

てみようというような動きや施策が出てくるのであれば、ある意味では、ま

さにその最高の（しかし最後の？）チャンス到来と言えなくもない。何故な

ら、これまでの、子どもたちの教育・子育てのシステムの再構築につながる
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からである。果たして、そのような動きにまで展開していくのかどうか、そ

こが今回の完全学校週５１=|制の本質的な課題とも言えるであろう。少なくと

も今のままでは、中途半端な結末とならない保障はどこにもない。そうした

ところにまで、今回の動きが行き着くのかどうか、その違いは大きいと言わ

ざるを得ない。

そこで以下、改めて「地域の教育力」の重要性と、それに呼応した学校の

姿勢のあり方を追究してみよう。

（１）子ども（人間）は、どのようにして一人前（人間）となるのか

まず、そもそも子ども（人間）は、どのようにして一人前（人間）となる

のか、そこに迫ってみる必要がある。端的に言えば、まさに（大人の）人間

によって、（大人の）人間になるための学習や経験が、子どもの成長・発達

のプロセスに組み込まれなければならないということである。現代の子ども

たちの問題状況が、もしそのような学習や経験の欠如や不十分さにあるとす

れば、そこにメスを入れ、それを正すことが最重要課題となるわけである。

そうであるならば、例えば、学外におけるこれまでの青少年健全育成の方向

性、すなわち「ワルを取り締まったり、矯正させたりすること」だけでは決

してない方向での、新しいやり方が導入されなければいけないということで

もある。要は、何が問題なのかというと、「必要なこと・大事なこと・大切

なこと」が教えられていないということなのである。

繰り返しになるが、現代の青少年は、「自我の固さ、弱さ、脆さ」が顕著

だとされる。そしてまた、コミュニケーション能力が不足しているとも言わ

れる。これについては、様々な要因、背景が指摘されているが、例えば、自

分を他者に分かってもらうための努力をすること、お互いが協力し合わなけ

れば事が完結しないこと等が、一つの生活体験として組み込まれていない、

あるいはまた、叱られたことがない、挫折したことがない等の、いわゆる

｢挫折・困難体験」がないことにある。まるで「王子様・お姫様状態」（一人つ
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子・核家族化）で育っているわけである。さらには、「ひきこもり」や「個

性なき個体｣、これが、まさに「少年の危機」（17歳問題）と呼ばれるもので

もある。そしてまた、その逆説的な現れとなっているが、「いい子が危ない」

(アダルト・チルドレン）というのも、まさにこのことと大きく関係してい

ると言えるであろう２２)。

端的に言えば、そうした「直接体験」のなさが、今一度「教え育てること」

の重要性を喚起させるのであり、一方で、ヴァーチャル・リアリティの中で

育つ子どもたちの「体験（模倣）→想像→創造のスリー・サイクル」の回復

が望まれるのである。突然ではあるが、我々は、「狼に育てられた少女」の

ことや、Ｈ・ケラー（三重苦）の物語からぃ何を学ぶことができるであろう

か。そこには、「甘やかし.可愛そう」という感情だけでは、周りも困るが、

結局は自分も困るということが、厳然と示されているのではないだろうか。

（２）「意味ある他者」との出会いの意義

そこで重要となるのが、「意味ある他者significantothers」との出会い

の意義である。すなわち、「他者」を介した意図的.（半)強制的教育プログ

ラムの必要性である。本論者は、このことを「バイパス理論」と呼んでいる

が、こうしたことを坊佛とさせる新しい取り組みやプロジェクトとして、例

えばＮＨＫ番組の「ようこそ先輩課外授業」があり、「インターンシップ学

習」や「ボランティア学習」がある2m。あるいは、後に述べる「生活体験学

校」や「通学合宿｣、さらには各種の「まつり」への参加く秋田県の子ども

竿灯（あるテレビ番組の親子)、博多の子ども山笠等＞等もある。もちろん、

大人（親）個々人のあり方も重要であることは言うまでもない（あいさつを

する・物を大事にする．最後まであきらめない等を、子どもに伝える等であ

る)。

このように、地域（家庭を含む）における教育・子育て、大人（親）たち

の共生のしくみづくりを、改めて行っていく必要があるのである。教育とは、
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経験や個性の絶えざる再柵成であるならば、そうした場やその各々のつなが

りを、どのように創り出していくかである。教育の三（四）層構造的再編成

(ＦＥ・ＮＦＥ・ＩＦＥ・ＩＬの双方向のつながりづくり）とは、そのような様々な

教育・学習の機会（成果）の連結・循環を目指すものであり、地域教育経営

という発想の重要性は、まさにそこにあるのである。

したがって、一方では、学校の限界性(危険性？）・特定性を考慮するとと

もに、そこにおいて、地域社会と学校の真の連携・協働関係をいかに創り出

していくか。こうした課題が、学校や教師だけに任せられる課題ではないこ

とは、あまりに明らかであろう。繰り返しになるが、ここに、地域教育経営

の視点としくみづくりの必然性が横たわっているのである。学校完全週５日

制をこのような観点から捉えれば、デメリット・懸念よりも、そのメリット・

期待の方がはるかに大きいとも言えるのである。そこでの、「時間と空間と

(人間）関係のつながりと広がりをもった、双方向の連携・協力関係」づく

りは、まさにそのことを実現させる有効な手立てとなるのである。実は、こ

れが、生涯学習（教育）論にいう「タテの統合」「ヨコの統合」でもあるの

である。

５．様々な教育プログラムの出現

一「学社融合」の本質に迫ろう！－

こうしてみると、「学社融合」は方法論であって、改めて目的論ではない

ことが判明するであろう。実際には、目的論として展開されている事例も少

なくないが、要は、こうした構図の中で捉えてみることによって、そのこと

のもっている意義や可能性は、大きく膨らんでいくことになるのである。こ

こにまた、「生きる力」の統合的育成が成就されることにもなるのである。

これが、「学社融合」の本質的な部分なのである。

こうした中、今全国各地で、いわゆる「教育プログラム」２１)として、様々

な「遊び」あるいは「生活体験」の場づくり灘)が進んでいる。それらは、便
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宜上、「学校教育としてのプログラム」と「社会教育としてのプログラム」

というように大別され得るが26)、実際は、近年の「学社融合」というような

考え方の浸透もあり、かなり複合的、多様な様相を呈しているといってよい。

そしてまた、それらは、公的な実施機関が行うものものであったり、私的あ

るいは民間的な実施機関が行っているものであったりする。いずれにしても、

そのような取り組みや事業・活動にはどのような意義や可能性があるのか、

そしてまた、そこにはどのような問題点・課題があるのか。完全学校週５日

制という制度的大前提の中で、今後の教育のあり方が、抜本的に問われてい

る昨今でもある。

ここでは、このような、教育プログラムとしての「遊び」・「生活体験」の

場づくりの諸相を整理し、そこにおける意義と可能性、そしてまた問題点・

課題等を、ここで言う「生涯学習体系への移行｣、及びその具体的な戦略構

想としての「教育（形態）の三層構造的再編成」と、そのことを実現・保障

する「地域教育経営」の実相という視点から、改めて考察してみることにし

たい。

そこではじめに、現在、具体的にどのようなプログラムが創出され、実施

されているのか、その代表的なものを、概略的ではあるが、学校教育として

の教育プログラムと社会教育としての教育プログラムに分けて、整理してお

きたい。

（１）学校教育としての教育プログラム

＜自然教室＞

まず、学校教育としての教育プログラムとして最もポピュラーなものが、

｢自然教室」２７１と呼ばれているものであろう.これは、主として小学校５年

生を対象に、３泊４日程度の日程で、青少年教育施設等を利用して行われる

宿泊・体験型の活動である。従来は、「特別活動」の「学校行事」の一環

(｢遠足・集団宿泊的行事｣）として実施されていたものが多いが、現在は、
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｢総合的な学習の時間」を活用して実施しているケースもあるようである。

ただし、近年、財政難等の理由により、実施を中止、あるいは期間や規模を

縮小して実施しているところが多いようではある。その他、個別には、兵庫

県の「自然学校」（全小学校５年生を対象)、東京都江戸川区の「セカンドス

クール」（小学校６年生を対象）などがある。なお、これらは、集団宿泊学

習、林間・臨海学校というような位置づけで、「野外教育プログラム」と称

されているようである。

＜インターンシップ学習＞

次に、近年特にクローズアップされてきているのが、「インターンシップ

学習」と称されている活動である（｢職場体験」あるいは「就業体験」とも

呼ばれている)。大学生や高校生のものばかりではなく、最近では、中学生

や小学生のそれも徐々に拡大をみせつつある。特に、平成10年度からスター

トした兵庫県の「トライやるウィーク」（全県下の中学校２年生が夏休み等

を利用して、－週間程度の期間で実施）がその著名なものである。

＜ボランティア学習・活動＞

次に、これも近年にわかに脚光を浴びてきているのが、各種のボランティ

ア学習・活動の実施である。地域の清掃活動、施設の慰問等は、従来から積

極的に行われてきたが、最近では、独居老人宅へ訪問し、家事や農作業の手

伝い等をする、「子どもヘルパー事業」（熊本県産llj村立山鹿小学校）等も実

施されている。

＜その他＞

その他としては、例えば、立地条件等を活用した、「学校農園づくり」「里

山づくり」「ビオトープづくり」等が実施されている。

（２）社会教育としての教育プログラム

＜青少年教育施設における（土曜対応）事業＞

平成４年９月からの学校週５日制の導入を契機として、休みになる土曜日
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に、青少年あるいは親子を対象とした「野外教育プログラム」も多く取り入

れるようになった。古くは、昭和63年度からスタートした「自然生活へのチャ

レンジ推進事業」があるが、これは、１０泊11日程度の日程で、長期に亘る原

生活体験や冒険活動を中心にしたものであった。その後、この事業の成果を

踏まえ、平成５年度から開始された「青少年自然体験活動推進事業」は、原

生活体験や冒険活動に加え、環境教育の視点に立った野外教育プログラムや、

登校拒否児童生徒、障害のある児童生徒を対象としたものへと、野外教育プ

ログラムの拡大を図ったものである。

＜公民館等の事業＞（土曜対応講座）

一方、公民館や図書館、博物館等の、いわゆる一般的な社会教育施設での

事業も、そうしたプログラムを積極的に提供してきている。もちろん、地域

(自治体）によってその温度差はかなり異なっているが、例えば長崎市の公

民館では、平成13年度子ども対象講座134,14年度250講座を実施。特に中央

公民館では、平成13年度16講座、１４年度は、長期休業期間を除く、毎週土曜

日に開講しているという（年間36回を予定)。ちなみに、講座の企画担当は、

教員籍の主事さんが担当しているという。講座内容は、「絵本の読み聞かせ」

｢韓国の言葉や遊び」「長崎ぶらぶら節を踊ろう」「人権を考える映画会」「ち

ぎり絵」等がある。

＜学校開放事業＞

また、その後、完全学校週５日制の実施を直接の契機として、社会教育の

事業として、学校開放に取り組むところも出てきている。例えば、福岡県穂

波町の「いきいきサタディ・プラン」等がそれである。今後は、こうした学

校を活用した、直接の土曜対応事業は多くなるものと予想される。

＜通学合宿＞（公民館、青少年教育施設等）

次が、「通学合宿」と呼ばれるものである。これは、別名「合宿通学」と

も呼ばれているが、学校の部活動等での合宿や学校の休業期間中のキャンプ、

山村留学等を除き、「青少年教育施設や公民館等の施設に、子どもたちが－
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定の期間寝食を共にしながら学校に通う活動」（通学合宿研究会「通学合宿

の全国調査一その実態と事例一」［文部省委嘱「生涯学習の促進に関する開

発研究」］平成12年３月）とされている。平成12年２月現在で、全国154の

実施団体があり、その後も増加しているという。この活動は、子どもたちが、

学校に通いながら、特別の場所で集団生活を営むというところに、その特色

がある。

＜生活体験学校＞

次に、上記「通学合宿」の取り組みの中でも、特にユニークなのが、福岡

県庄内町の「生活体験学校」である。昭和62年度からスタートしたこの取り

組みは、６泊７日、年間20回というプログラムを提供し、「継続性」と「循

環性」（日常と非日常の融合）の創出を目指しているという。つまり、この

通学合宿は、日常生活の延長線上にあり、生活そのものであり、誰にでもで

きることを、子どもたち自身が集団で実行することになっている。さらに、

通常のキャンプ等と違って、地域の大人（親）たちの協力も得やすく、その

ため多くの協力場面を創り出すことが可能なプログラムでもある。

しかも、実はこの局面が大きな意味を持っていると思われるが、それに関

わることによって、地域の大人の間に、それまでは存在しなかった人と人と

の絆も生まれてくる。このように、生活体験学校（通学合宿）は、地域の大

人（親）同士の人間関係を構築し、大きく育てていけるという大きな特性を

もっている。この、地域の大人の人間関係の回復こそが、これから必要とさ

れる地域ぐるみの教育・子育ての「培養池」を作る営みにもなるのである。

ちなみに、その意味では、こうした取り組みでは、決してその回数の多さや

日程の長さだけを誇ってみても、あまり意味はないとも言える。

＜その他＞

以上は、一般に、教育委員会等が関わる社会教育事業（｢狭義の社会教育」

と言う）であるが、その他、一般行政部局や民間等が担っているものもある

（｢広義の社会教育」とも言う)。例えば、「各種の背少年団体」の活動として、
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キャンプ、ホステリング、バードウォッチング等、さらには個別なものとし

て、「アンビシャス広場」（福岡県アンビシャス運動)、「プレイパーク」（東

京都世田谷区他)、「ポニー牧場」等、さらには「児童館」「学童クラブ」

での各種のプログラムや活動もある。

６．改めて、今何が求められているのか？

さて、以上のような事業や活動、取り組みは、果たしてどのような状況を

反映しているのであろうか。それらは、単なる別々の現象なのだろうか？あ

るいは、それ故に、それらは別々の、そしてまた対症療法的な意義のみを有

するのであろうか？おそらくは、そうではないであろう。やはり、そこには、

そうしたものを求める、言わば現在の時代背景みたいなものがあるというこ

とである。そこにおける、キーワードが、「生きる力の育成」であったり、

｢体験と学習の融合」であったりするのは、そのためである。しかも、時代

は、まさに、そうしたことを意図的、計画的に実施していかざるを得ない

｢完全学校週５日制」を前提としているのでもある（土・日の教育力)。

（１）「遊び」のもつ教育的意義

ここで注目されるのは、やはり「遊び」のもつ教育的意義である。この

｢遊び」のもつ教育的意義については、洋の東西を問わず、幼児教育におい

てはもちろんのこと、その他の関わりのところでも認識されていることは言

うまでもない。しかし、ここにおける問題は、そうした遊びの時間と空間と

関係が変質してきたことにある。ある意味では、そうした取り組み（そこに

ある具体的な体験の中身）は、我々の日常生活の中にしっかりと根付いてい

た、あるいはそうした体験を、当時の子どもたちは否が応でも潜り抜けなけ

れば、まさに生きていけなかった。そういう「生活」そのものに組み込まれ

ていたものと言えるであろう。ある意味では、豊かで、便利になった現代社

会においては、まさに「時代の皮肉」なのかもしれない。
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とは言え、正常な大脳の発達にとって、とりわけ乳幼児期に夢中になり、

遊び切ることが大切で、それにより、いわゆる「輿葱する力」が育つと言わ

れているが、その「興漸する力」は、今度は自分の力で自分の活動をコント

ロールする「抑止の力」を発達させるようになるという。夢中になり、遊び

切ってきた子ども達は、思春期を迎えた時、自らの力でブレーキをかけられ、

コントロールしていけるという。これは、「夢中」になることの大切さの理

論的根拠となるものであるが、このように、青少年期、とりわけ乳幼児期は、

自然の中で思い切り遊び、いろいろな体験を通して、五感を刺激し、感性を

育てることが大事であるのである。このことの示唆する問題は、現在極めて

大きいと言わざるを得ない。

いずれにしても、遊びのもつ教育的意義の大切さは、どれほど声を大にし

て言っても、決して言い過ぎであることはない。もちろん、その遊びの条件、

周囲の環境あるいは、そもそも人々の意識の変化（事件や事故等への身構え

も含めて）が、そこにあることは周知の通りである。

（２）「生活体験」の必要性

そのような「遊び」ではあるが、人間の成長・発達のプロセスという面か

らすると、青少年期、特に乳幼児期のそれは、遊び＝生活ということで、ま

さにそれは「生活体験」そのものとも言えるであろう。しかし、それらは、

残念ながら同じ遊び＝生活体験と言っても、現在、人工的な環境の中で、か

なり様変わりしていることも事実である。端的に言えば、そこでは最早かつ

てのような、「五感を駆使した活動←体験」とはなっていないのである。し

かも、テレビ等の擬似自然の中で、それらは成就されているのでもある。

そういう環境、関係の中では、例えば「生命の危険」とか「自分が動かな

いと事態が変わらない」というような実感・実体験は、なかなかできないし

(多くはしないでよいのである！）、ましてや「協力しないと何も動かない」

という実感・実体験など、ほとんどもつことがないのである。したがって、
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キャンプ等でのテント設営、食事づくり、食材探し、あるいは異年齢交流等

のプログラムは、そうした部分への目配りや負荷が適切でないと、意図や目

的とは離れてしまうのである。そういう意味でも、先に揚げた「意味ある他

者」との出会いは、誠に貴重なものともなるであろう。

（３）「困難体験・チャレンジ精神」の大切さ

さらに重要なのは、やはり「困難体験・チャレンジ精神」の大切さであろ

う。誤解を招く恐れがないわけではないが、まさに、生きる力＝体力、耐性、

道徳性、学力、感（受）性だとすれば、その内部的支柱となるべきは、やは

り「体力」「耐性」なのである。そうした中で、自分自身への挑戦として、

例えば３泊４日の「100ｋｍ歩」や「３Ｋ（危険、汚い、きつい）のすすめ」

というようなことも、実際のプログラムの中に入り込んできている。

しかも、ある意味では、子どもたちは決して「楽しいことだけ」を体験し

たがっているわけではないのである。むしろ、苦しかったけれども楽しかっ

たと言えるような活動を、望んでいるとも言えるのかもしれない。日程にし

ても、短い日程のプログラムを喜んでばかりではない。子どもが求めている、

あるいは今、子どもにくぐらせる必要のあるプログラムを、大人の怠慢と逃

げ腰で、子どもに提供できないでいるというのが現状なのではないだろうか。

そこにおける「達成感・成就感」が「自分自身への自信」となり、それがま

た、「他者への目配り、優しさ」へともつながっていくのである。

７．これからの展望と課題

一「生涯学習体系への移行」及びその具体的な戦略構想としての「教育

（形態）の三層構造的再編成」という面からみた実相一

（１）効果的な意図的プログラムの必要性

以上みたように、数多くの意図的プログラムが、それこそ堰を切ったよう

に展開され始めてきているということだけは確かである。しかし、往々にし
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て、そこで実施されているプログラムの多くは、やはり安全過ぎ、いつでも

Iこめようと思えば止められる、どこか逃げ道のある、それ故にリアリティの

欠けた、見せ掛けの体験学習となっていることも、十分考慮に入れておく必

要がある。例えば、同然教室の場合は、現状としては、学校教育（授業）の

延艮、コマ切れ、教師の指,l〈、詰め込み等、本来の同然学習の良さがなくなっ

ているというような問迦点・課題を抱えてもいるようである。

いずれにしても、そうしたリアリティのある、真の意味での体験学習のプ

ログラムとするためには、例えば「追い込む」「本気にさせる｣、そうしたプ

ログラムでなければならない。そうでなければ、折角の時間や経費や労力の

無駄遣いともなる。そのためには、例えば「本物と出会う」「すべてが任せ

られる」「真の感動や感激が得られる｣、そうしたプログラムとならなければ

ならないのである。そうした中で、体験自体の内容もさることながら、そこ

に意欲とか責任とか自信とかいった、子どもたちの「4芒きる力」の総体が育

つことになるのである。

しかし、こうした取り組みや前後のつながりづくりは、一人（一ヶ所、一

機関）では十分には行えないし、そもそも危険でさえある。そしてまた、例

えばインターンシップ学習の場合等は、協力先のリストアップ、交渉、調整

等の課題もあるようである。そうした場面々を、まさにこれまで述べてきた

｢教育（形態）の三層櫛造的再編成」のプロセスとして、いかに「学校教育」

と「社会教育」の連挑・協力のしくみ（｢学社融合システム｣）の中で創り上

げていくのか、そこが、これからの重要な課題となることは言うまでもない

であろう。ここに、そうしたことを目指す「地域教育経営」の発想と、その

ためのしくみづくりが求められるのである。

（２）生活の全体構造からの体験（学習）の組み直し

次に、このことに関わって、従来、主として社会教育側からの働きかけで

はあったが、「生涯学習のまちづくり推進事業」という形で、こうした取り
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組みが進められてきたことは周知の通りである。では、そもそも、生涯学習

とまちづくり（地域づくり）はどのように結びつくのであろうか。端的に言

えば、この視点（取り組み）は、これまで「地域活性化」や「地域の教育力

の回復」のための「方法論」としての位置づけがあり（｢生涯学習によるま

ちづくり｣)、一方の「生涯学習のためのまちづくり」の視点（取り組み）は、

生涯学習の振興それ自体のための「目的論」としての位置づけがなされてき

た。しかしながら、それらは決して相対立するものではなく、これもまた、

｢相補・循環的関係」あるいは「双方向的関係」として捉えることができる

のである。

いずれにしても、まちづくりのパワー、エネルギー、アイディア、想いを、

(生涯）学習（の成果）から醸成し、それらを、教育（学校)、文化、福祉、

産業（観光を含む）等へ活用し、その波及効果をねらうものである。すなわ

ち、「地域づくり」は「人づくり」のハード機能（装置)、「人づくり」は

｢地域づくり」のソフト機能（プログラム）と捉えることができるのである。

だからこそ「総合行政化」によって、学習環境を整備する必要があるのであ

る。しかも、今、地域（社会）にとって必要なものは、豊かな人間関係であ

り、そこから得られる「意味ある他者」の影響である。そこに、新たな「地

域の教育力」の萌芽があるのである。そこには、生きがい、生きる目標・価

値の発見、輝いている人（まちづくりの仕掛人たち、ＮＰＯ活動団体等、学

校支援ボランティア、あるいは沖縄における「おじい・おばあ」たちの存在）

が有効なのである。人間が豊かに育つ場、教育環境・空間の創造が求められ

るのであり、そこに、教育行政（委員会）の役割・任務があるのである。

激変する社会変化の中で、自らの生活と、そして、子どもの教育を中心と

しながらも、大人社会の生き方・生き様と関わる成人の学習活動が、全体と

しての教育のシステムをどのように形づくればよいのかについてのヴィジョ

ンと、そのためのしくみづくりの手立てを、まさに「地域」それ自身がもた

なくてはならないことだけは確かである。ここに、生活の全体構造からの体
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験（学習）の組み直しの意義と可能性が求められるのである．

（３）「学社融合システム」の構築

こうした中で、現代の子どもたちの問題点として挙げられるのは、「働く．

生産する」ということが教えられていないこと、「してはならないこと」を

厳しく教えられていないこと、「他人とともに暮らすf喜びや苦しみ」を体験

していないこと、等が指摘されている。だが、そうしたことは、子どもたち

が独り立ち（一人前になること）するためには必須のものである。地域（社

会）にとって、今、必要なものは、大人の学びと子どもの学びの融合なので

ある。そこに、「体験（模倣）→想像→創造の相補・循環システムの確立」

が求められるのである。しかしながら、このような方法論としての「学社融

合」は、これまで述べてきたように、現実はバラバラの動き・組織づくりと

なっているのである。

とは言え、学校（教育）は今、「総合的な学習の時間」や「開かれた学校」

を中核としながら、数多くの地域との結節点を創り出し、学校・家庭・地域

社会の三者連携の場づくりを行い始めているとも言える。これについては、

もう既にＴ例えば「学校を基地にみんなが楽しく｣、「良いこと循環」を創ろ

うということで、様々な取り組み、活動を行なっているところもある（習志

野市立秋津小学校・コミュニティ)。また、社会教育のリーダーシップの下

ではあるが、土（日）１噸'三|の教育プログラムを、学校という場所で提供して

いるところもある（これがないと、うまくいかない！）。図２は、参考まで

に、そうしたことを実現する全体的な構造改革のヴィジョンとしての、「教

育の三層構造的再編成における教育と地域づくりの関係」をモデル図化した

ものである。

こうしてみると、「地域の教育力」あるいは「子育て」は、ある意味では、

｢親（一人前・大人）育て」ということもでき（これが本来の「地域の教育

力」の姿？）、そこにいかに学校（教育）が絡んでくるか、課題はその－点
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に絞られると言っても、決して過言ではないであろう。現在、改めて「教育

基本法の改正」が論じられているが、以上のような視点と取り組みの方向性

を踏まえた動向であるかどうか、ある意味では、極めて重要な時を迎えてい

るのでもある。要するに、以下のようなようなことを、子どもたちに言わせ

ない（言わずに済む）社会を創る必要があるのである.

何故、勉強しなければいけないのか？

〃人を殺してはいけないのか？

〃友達をつくらなければならないのか？

〃いじめをしてはいけないのか？

〃働かなければいけないのか？

自分は、何のために生きているのか（生まれてきたのか）？
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理iLfLL塾
の将lIili（循環）関【

※ここができていなけｵ1ば、おそらく失敗?！（混乱、疑心１１舟鬼、負担感、譲り合い等）

－□
新しいしくみの創出

（教育へ）

学習のプロセス・成果

学習への動機づけ・影響

知恵・アイディア・想い

エネルギー

（まち

学びのしくみづくり

づくl〕へ）

Ｃｆ定金学校週５日制、ＮＩＩかれた学校、

総合的な学習の時間、コミュニティスクール 且Ｕ

一一７ｋ

地域振興

(マスター

生涯学習推進計画

Ａ
リのベクトル、

訂 ‘'１央のⅨ方向の矢印は、

ぞれの分野の連携・協力

を示す。

図２生涯学習推進の目指すもの－教育の三層構造における教育と地域づくりの循環関係一
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＜註＞

ｌ）例えば、その代表的なものとして、2003年４月の、「子どもの体験活動

研究会」＜代表：平野正直信州大学教授＞（2002年10～11月調査）が実

施した、「完全学校週５日制の下での地域の教育力の充実に向けた実態．

意識調査」（文部科学省委託調査）がある。

２）これは、本論者が、これまで、「生涯学習体系への移行」という、従来

の、人生の比較的早い一時期のみで完結する教育・学習のシステムを変え

ていこうとする、生涯学習（教育）論の基本的モチーフを具体化するとき

に必要な経営戦略として位置づけ、その理論構築化に努めてきた鍵概念で

ある。詳しくは、拙著『生涯学習体系構築のヴイジョンー見えているか？

生涯学習行政の方向性－』学文社、1998年、及び『教育の複合的復権一

「教え育てること」を忌避した社会?!』学又;社、2001年等を参照されたし。

ちなみに、前者は、「生涯学習の推進ということはどういうことか」とい

うこと、後者は、「これからの教育のあり方をどう展望すればよいのか」

ということを基本論点に、この地域教育経常の必要性を説いているもので

ある。

３）このことは、ある意味では、本来の《'三涯学習（教育）論が行き着くべき、

もともとの課題であったとも言えるものである。

４）なお、ここでは、「生きる力」を「人生における実力」（総合力）として

位置づけ、その具体的要素として、その発達（獲得）順から、「体力」「耐

性」「道徳性」「学力」「感（受）性」を措定している（三浦清一郎)。した

がって、こうした「人生における実力ｊとしての「生きる力」は、後でも

述べるように、何も学校教育だけで成就できるものではなく、あらゆる教

育・学習の場の中で、循環的・相補的に身に付けらｵ]るものということに

なる。その意味で、学校教育の独自な役割としての「確かな学力」（読解

か計算力、暗記力、思考力等）の育成は、その重要な一側面であるとい

うことが、これからも判明する。
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５）ここでの意味は、子どもたちが、知らず知らずのうちに、あまりにも日

常的（当たり前感覚）となっている学校での授業を、何の抵抗もなく、教

師の指示で、いわゆる「勉強」をするというようなニュアンスを表してい

る。

６）牛１１１栄世『学びのゆくえ－授業を拓く試みから－』（シリーズ教育の挑

戦）岩波書店、2001年。

７）同上書、ｐｐｘ－ｘｉｏ

８）同上書、ｐｐ，６９－７０．

９）すなわち、この点についての関わりが、まさに「総合的な学習の時間」

の存在価値を、ある意味では決定づけるものとなるのではないかというこ

とである。しかし、実態は、果たしてそのような問題意識が介在している

のだろうか。

１０）牛111栄世、前掲書６）、ｐ、70.

11）同上。

12）同上書、ｐ、８．

１３）同上書、ｐｐｌＯ－ｌｌｏ

ｌ４）同上書、ｐ、11.

15）同上書、ｐ］2.

16）同上書、ｐＤｌ３－Ｉ４ｏ

ｌ７）同上書、ｐｐｌ５－ｌ６ｏ

ｌ８）同上書、ｐＰｌ６－ｌ７ｏ

ｌ９）同上書、ｐｐｌ８－ｌ９ｏ

２０）同上書、ｐ、19.

21）このことは、まさにＬ、Ｓ、ヴイゴツキーの「発達の最近接領域」理論

と重なり合う部分でもある。

22）これに関わって、例えば、「肥大化した自己愛的な万能感」と「衝動コ

ントロール」の関係から、現代の青少年の問題行動を分析したものがある。
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片田珠美『】7歳のこころ－その闇と病理一」（ＮＨＫブツクス）日本放

送協会、2003年。

23）前者では、例えば兵庫県の「トライやるウイーク」等、後者では、様々

なボランティア活動が繰り広げられている。さらには、後者については、

欧米の学校教育では、こうした取り組みが樵んに取り入れられている。－

サービス・ラーニング（米国)、シチズンシップ・エデュケーション（英

国）

24）ここでは、意図的・計inii的・IMI織的な教育活動を実現するための、ある

一定の事業あるいは働きかけを指している。ただし、それらがすべて均等

なレベルで、実施されているわけではないことは明らかである。

25）ここで言う「遊び」または「生活体験」というのは、両者の厳密な意味

での使い分けを前提としているわけではなく、いわゆる日常的な「教室で

の授業」や「家庭における生活」以外の様々な活動のことを示している。

しかも実際は、ほとんどの活動には、その双方の要素があると言える。強

いて言えば、どちらの要素が強いか、あるいはプログラムや事業・活動の

場の提供者のねらいがどこにあるのかによって、そうした名称を採用して

いるということである。なお、こうしたプログラムは、多くは「野外教育」

という範蠕で取り組まれていることは周知の通りである。

26）もちろん、学校教育としてのそれとｉｌ:会教育としてのそれは、例えば、

カリキュラム（教育課程)、したがって、それを直接規定している「学習

指導要領」に基づくものかどうかという違いはあるが、教育プログラムと

いう点では、同じ土俵で考えた力がよいという点も、ここでは含んでいる。

いずれにしても、前者が、いわゆる「フォーマル教育」としてのプログラ

ム、後者が「ノンフォーマル教育」としてのプログラムという位置づけで

あることは言うまでもない。

27）この「自然教室」は、児童生徒を中心とする学校教育の総見直しの過程

から生まれたもので、制度的には文部省（当時）補助事業「自然教室推進
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事業」の、「集団宿il:|指導｣、「野外活動」を含む「移動教室」として、昭

和59年度に発足したものである。豊かな自然環境の中に教室を移動して、

各敷科・道徳・特別活動の全領域にわたる教育活動を行ない、現今の教育

課題に直接応える総合教育活動として位置づけられたものである。なお、

現在は、国庫補助事業としてのそれは消失しており、各自治体、学校にそ

の実施は委ねられている。
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