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── 石田和男の学校論・教師論の到達点 ──
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　前稿（6）で，生活綴方論のいわば到達点を講
演記録を主要な材料にしてフォローしたが，90

年代における論稿はそれだけではない。石田およ
び恵那の教育の全体像を総括的に検討する場合に
は，教育研究のカテゴリーを構造的に理解しつつ，
学問的な論点を正確に把握することが必要であ
る。ここでは，その続編として，もっぱら石田が
残した資料を正確にフォローすることに目的をお
いた。その際，恵那の教育の指導的立場にあった
石田がこの時期に何を語り，どのように教師仲間
と共に活動したかを跡づけることにする。
　石田は 1882年恵那教育研究所設立とともに所
長に就任し，1993年春日井誠が引き継ぐまで務
めたが，それ以降もその指導的立場が変わること
はなかった。ついでに言えば，石田の恵那での指
導的立場は，1957年教組恵那支部書記長就任以
来とみてよいが，それが半世紀も続くとは希有の
ことであり，あわせて，そういう人物が活躍でき
る，あるいは必要とする地域の教師集団が存在し
続けていることもまた希有のことである。
　なお，本研究（1）（2）でも恵那教育研究所の
活動としてまとめている中に，当然に石田の書い
たものが出てくるので，本稿と重複が少なからず
あることお断りしておきたい。

　さて，この時期の著述を通覧すると「ひどい」「ひ
どすぎる」「おもしろい」「おかしさ」などの感覚
的な言葉が目立つ。それはこの時期しかない特徴
というわけではないが，これらは，学校の状況を
分析・批判したり，実践への取り組み方，姿勢を
語る際に，いわば生活実感から意識的にこうした
日常語を使っている。
　そして民間研究所という場で活動する石田の著

述は，大きく括ると 2つのテーマ「教育実践」「学
校づくり」になる。しかし実践から退き，恵那の
教育運動のリーダーとして追求した中心的なテー
マは「教師論」であると筆者は考える。つまり，
子どもと地域と共に生きる教師論の追求こそが最
大のテーマだったということである。
　その教師論のキーワードは「魂の技師」である。
ソ連・東欧圏の崩壊という激動の時代である 90

年代ではあまり出てこなかったが，2007年の『恵
那研究所通信』で再び登場した。恵那の「子ども
をつかむ」「私の教育課程づくり」「わかる学習」
とそれらを包括する「生活に根ざし生活を変革す
る教育」および，「ありのまま」と「生活綴方」
などの特徴ある教育思想と実践は，その担い手で
ある教師の自覚的，自発的な自己形成なしには成
り立たない。多くの基調報告や講演では結びのと
ころで教師論が熱く語られていた。

1.　｢魂の技師｣ という教師論

　｢魂の技師｣ 論は本研究（5）で取り上げたもの
の，坂元の解説論文の検討を優先し石田の論点の
検討は割愛した。坂元はそこで，かつて石田より
先輩格の丸山雅巳が使った言葉だったとか，70

年代のとりわけ高校教師たちの ｢失敗を恐れぬ大
胆な実践｣ の思想的背景としてとりあげ，さらに
は，｢魂｣ に関しては ｢子どもが身体とことばの
表現をとおして自己を解放させ，発達させていく
その内実を表現｣ するものだと解説をしている。
たしかに恵那の教育実践を理解するために，｢魂
の技師｣ という教師論の切り口はきわめて重要で
あり，多くは生活綴方の教師論の特性として取り
上げている。ただ，ここでは石田がどのような思
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いでこの言葉に何を託したのか，2007年にあら
ためて ｢魂の技師｣ を使っている点に留意して検
討する。
　まずは，1982年の保育者の研究集会での講演
「共に生き，共に育つ教育」（『民主保育』22号所収）
も 84年「魂の技師としての教師」（『教育』438号）
がある。そしてそのあと，（1）で扱った 90年代
の初頭の「授業公開を突破口として自主研究のひ
ろがりを」があり，（6）で少し言及した ｢作文教
育の今日的課題と教師｣ でも，魂の技師は「教師
の本質を実に巧みにいいあててい」て，「発達主
体の……子どもの魂の有り様を知り，それにふれ
あうこと」ぬきに教師の仕事は成り立たないと書
いている。そこでは，石田のもう一つの教師論の
要というべき ｢教師の三つの顔｣ が最後の結びに
なっている。
　どれも重要ではあるが，タイトルをそのものず
ばり掲げている『教育』84年論文から読みとっ
てみよう。この『教育』論文は特集テーマの最初
におかれ，ほかに若狭蔵之助，岸本裕史，青木一
らが寄稿し，最後に志摩陽伍が書いている。
　石田は教師としての出発となる時期を回想し
「山芋」に教えられ生活綴方を通して「子どもの
個性と能力への着眼と発見」したと述べたあと，
一転して現実の教師管理の実態から，授業研究に
励めと強制する指導主事の言辞を紹介する。
　すなわち，行政側が強調する授業の巧拙があた
かも教師の任務の中心に置く議論を批判し，教師
は授業専門職ではないと言う。そして「授業を真
に教育として生きたものにするためには，教師が
教育そのものについて知見を深め，専門家として
見識をもたねばならぬことこそ重要だといいたい
のだ。そして自らが担当する目前の子どもたちの
現実から，その子どもたちへの教育とは何かを深
くとらえるとき，教育として生きた授業が構想さ
れ計画され実践化されるのである。教育実践の深
さは，何のために，何を，どうするかという目的・
内容・方法が，子どもの現実に即して統一的に把
握され，教材にまで具体化されて創造され，それ
が学習活動（授業展開）の構想として教師の意欲

を湧きたたせるようなこととなって教師の側にあ
らわれるものであるが，それはまた，子どもの現
実のなかに，歴史的社会的課題を生活課題として
具体的にとらえながら，それを発達的教育課題と
して適確に目標化するということがなければ真の
教育力にはならない」と述べている。（p 11）
　さらに，「教師の本質的な任務に集約されるよ
うな教育観・教師観が，教育実践の特性に即して
統一的に内包された教師像として明らかに」する
となれば，それは「子どもと教育実践に立ちむか
う教師の基本的な性格と姿勢の特質が，教師の生
き方を含めた在り方
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として，はっきりされる」と
して，それを表現できるのが「魂の技師」である。
また，自らもそうありたいと願ってきたと書き，
「魂が真に自由であることによって魂となり得る
と思う。だから，「魂の技師」たらんとすれば，
自分の中にもまた子どもの中にも，学校・地域・
社会のあらゆるところに，自由を求めひろげるこ
とをたえず闘いとして組織しなければならないと
思う。それは教師としていえば，市民的（社会的），
職業的（教育的）な自由の獲得の度合いだけが，「魂
の技師」として質を高める保証になるからだ。そ
のことからいっても，ひとりだけの教師では，ま
た，父母市民と無縁な教師たちだけでは，「魂の
技師」になることはできない。」と力をこめている。
（p 15　下線　傍点原文）
　こうした教師論は，石田の一貫した信条という
べきものである。「魂の技師」という表現は，ゴー
リキーによると石田は書いており，この出典が何
を意味するかという詮索をすこし行ってはいる。
「魂」とは精神とか心，あるいは人格の核を指す
言葉だが，「技師」という規定がどう意識されて
いるかはここでは明らかではない。石田は別のと
ころで，地元の大企業三菱の労働組合員との話の
中で，現実の技師が一般の労働者と違う点を尋ね
「自分で設計図を引けることだ」という返答に強
く反応している。つまり，1984年の東濃地区西
部で行われた講演「子どもをどうつかむか」（『人
間・生活・教育』25号 1984）では，次のように
述べている点が興味深い。
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　そこでは，現実の学校での不自由の拡大，ウソ
で塗り固める支配の脆さなどを告発しながら，人
間の生き方を考えさせる教育への転換を説き，そ
れを担うのは教師だと言う。その際，教師は「魂
の技師」だという視点を明確にしなければならな
いというのだ。

　魂に対して教育の設計図を引くことができる
というところがやっぱり，労働者としての教師
の持つべき魂の技師という特性だと思うのです。
……（ただし）実際には魂の設計図を引かせな
いで，支配としての設計図に引いたものを実際
のものに加工するときの加工過程だけを書かせ
て，それが本来の設計であるかのように今はや
らせるわけです。教師への計画体制としてあら
われる今日の教育支配というのはそれなんです
ね。支配層が引いた設計図通りに，子どもをど
うやって鋳型に嵌め込むかということが教師の
仕事にさせられるのです。（p 211　カッコ引用
者）

　いわば主体的な労働者としての「技師」論であ
るが，技術的な労働現場で技師が自由に設計して
いるわけではなく，技術のプロジェクト課題に従
属的に働いていることは否定できない。石田は，
技師と教師を比較し，教師の特性を抽出ようとし
ているが，技師との違いが「魂」つまり精神にか
かわる教育的特性のことであり，それは生活綴方
の精神をふまえたものであり，紙の上の設計図引
きと，生きた子どもの脳内に関わっていくという
大きな違いを意味している。そのことも十分承知
しており，技師が物理や化学の法則から逸脱して
勝手に設計できないように，教師も子どもの発達
や学習の主体性を無視して詰め込み教育ができな
いのと，ある意味同じであるし，ものを生みだす
「技術」というものの共通項もある。そうは言っ
ても「技師」と「教師」は，その「自由」のもつ
意味が異なるので比喩的にしか論じられないと筆
者には思われる。
　さて『教育』誌では志摩陽伍が実践家たちの論
稿をふまえた形の論文を書いているが，多くは勝

田守一と三枝博音への言及に紙幅を割いていて，
その中に石田論文と呼応する部分がある。石田の
「魂の技師」論の提唱に対する肯定的な反応と読
み取れる。

　教師の「生き方」の根本に，人間の自由と権
利の思想がふんだんに息づき，たたかいとられ
ているとき，その駆使する教育技術に内在する
一般的法則性は，一人ひとりの子どものからだ
と心の人間的発達に寄与するものになるだろう。
逆に，教師自らが技術の主人公ではなく，他の
何ものかによって管理され操作された技術の使
い方にのみ追われているとき，私たちは決して
人間を育てていることにはならないだろう。そ
の意味で，まことに，教育そのものという技術と，
教育実践に成立する技術は，ともに，「一般化と
同時に特殊化を含んで成立する」のであり，教
師は一人ひとりの個性をもった子どもの魂の中
になかに深くわけいりながら，可能なかぎり合
法則的なみとおしと技術をもって，その人間的
発達に働きかける「魂の技師」という矛盾的表
現にふさわしく生き続けるのである。（『教育』
p 69）

　率直に言ってこの特集と志摩論文が何を解明し
たのかはほとんど理解不能である。これらから読
み取れるものとは，強いて言えば雑誌巻頭の「主
張」にある一文，「教師がこれらの力量を高める
ためには，一方で，自らの生き方を問い，時代と
人間についての洞察を深めること」と「人間形成
の技術としての教育技術を高めんとする個人的・
集団的努力」の両面を，実際的，具体的に抽出す
るという編集意図だろう。ここで志摩は，元教科
研委員長でもあった勝田守一を援用して「魂の技
師」に言及したものの，教師の働きかけが個々の
発達主体である子どもの内面に融合して効果が出
る特殊な技術であるその特性のことを「矛盾的表
現」として指摘したに過ぎなかった。（『同』
p 64）
　ここで先の技師との対比において，勝田論文の
オリジナルでは何を問題にしていたのかについ
て，若干ふれておきたい。
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　全七巻で編集された著作集とは別に，未発表論
稿を含めた『教育と教育学』があり，そこに志摩
が引用した論文が収録されている。勝田のこの本
は，教育という営みそのものが内包する特性を引
き出すことをテーマにした論文集（山住らの弟子
たちによる編集）だが，それは不可避に教師の仕
事の特性，教師がもつ「技術知」をどう説明する
かという問題でもあった。こんな箇所がある。

　人間は，自己についてのなにかをつくり出す
のには外からのはたらきかけを必要とするが，
同時にそれは自己が主体的に学習するという行
為を媒介にする。このような関係の中では，ペ
ダゴジーにとっては，目的は，単に与えられて
いるだけではなく，はたらきかけるものと，は
たらきかけながら，学習するものとの相互の間
でつねに探求される。これが基本的に他の技術
と異なる点である。／家を建てる技術知は，建
てられる家という目的はすでに定められている。
建築術はその目的を実現するために，資材には
たらきかけることついて熟慮し，技能について
認識することにおいて成立する。しかし，ペダ
ゴジーのばあいには，はらきかけられる資材（教
育を受けるもの）そのものが，自ら，変化する
運動の目的を意識しなければならないし，はた
らきかけるものは，それを意識させるように導
かなければならない。……（同書 p 46）

　勝田は，同書の別の箇所で工業の技師と比較し
て「教職の専門家」を論じている。特に，物質の
生産と異なる人間形成の仕事である「教師の技術
は，社会的価値観や政治イデオロギーと無関係に
なりきることができない」とも書いており，「教
育の自由」の問題にもこの文脈でふれている箇所
がある。（p 375）　勝田が「魂の技師」という文
字を用いたのは限られており，むしろ，教職の特
性そのものの抽出に注意を払っていたことがわか
る。他方で石田が，ある意味こだわりを持って「魂
の技師」に執着したのには，若き時代に影響を受
けてそれなりの意図があってのことだった。
　もちろん，石田の「魂の技師」論は，スターリ
ンのソビエト体制の用語であることは百も承知の

上で，その後も一貫して持続された。ただそこで
明確なことは，石田は社会主義思想に同調的で
あったとしても，ソ連型思想，スターリン哲学の
影響はほとんど見られなかったし，むしろそれと
闘ってきたことである。それは教師と子どもとい
う，あるいは教育と発達という，一般性と個別性
の行き来する実践現場にいたからだと説明できよ
う。「魂の技師」にこだわったとしても，この勝
田の ｢技師｣ 論に石田は異存はあるまい。
＜補注　スターリン体制下での芸術家への弾圧の
例は枚挙に暇がないが，辻井喬は「作家はソビエ
トの国民の魂を鍛え変えていく魂の技師」という
言葉を想起しつつ，「本当は魂の詐欺師と呼んだ
方がよい」と話したことがある。後年，この言葉
はいわば泥にまみれた言葉だったのである。辻井
の出典は 2001年 2月の講演「学士会アーカイブ
ス」p 832＞

　石田は教師を対象に語るときに実践の課題とそ
れを担う教師のあり方＝生き方を必ず強調してい
た。それは 1999年「恵那教育研究所通信」で呼
びかけた「実践試言」の結びにも用いられている。
「教師は，何のために，何を，どう教えるかをた
えず念頭におきながらも「何のために」と「何を」
を「どう」という点で統一的にとらえて具体化し，
子どもたちに即して方法化することができるとこ
ろに特性があるわけだ。それはまた，子どもたち
の人間的自立の内容を子どもたちの特徴に添って
教育として具体化できる技師としての能力を持つ
専門家であることを意味している。」
　更に続けてこう書いている。「それだけに，実
践の反応として子どもたちが表現するものの中に
真実としてのありのままの眼をみつけだし，そこ
に共感としての人間的心情を寄せてほしい。そし
て，そうした実践の所産としての作品を持ちより，
みんなで検討しあうことがはじまり，ひろがれば，
手をこまねいているだけでなくて，おもしろさが
深まってくるのではなかろうか。」（『通信』134号，
p 5　下線は引用者）
　いわば教師の生き方として，子どもの成長と発
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達に専門家としてどう関われるかの不断の追究の
信念が「技師」にこめられているのである。
　さらにそのあと 2007年「＜提言＞教育基本法
改悪の中での自主塾を」（『通信』207 号，
2007.2.20　一部『教育』同年 9月号に転載）とそ
の付随文書「自主塾提言の補足」にも，｢教師の
仕事の対象は子ども達の魂であり，特性は技師と
しての専門性である｣ と規定し，今日的課題と考
える四項目の第一に「魂の技師でありたい」を掲
げている。かつて教師の労働者性と聖職者性の論
争があったが，そのどちらでもあると当時から考
えていたという。そして今，古めかしい「魂の技
師」をあえて使う理由が述べられている。

　教育とは魂と魂がふれあう場だといえる，
……こころのふれあいと言った方がよいのかも
しれない…それは何かで計測できるものではな
く，互いに実感しあうことによってしかわから
ない。子どもたちとの間での教え・学びの間に
こころのふれあいをつくりだし，子どもたちの
人間的発達を保障する仕事が教師の特質という
ことになるわけだが，その仕事が技師としての
特性を持たなければできないということになる。
……教師でいえば教える内容と方法に選択が出
来る能力と自由がなければ特性が生かされない。
（補足「通信」p 2）

　同時に石田は，こころのふれあいは教師が抑圧
されている中で今の教育現場で実感することは極
めて困難だとも述べており，部分的でも一時的で
もいいから，そういう実感を抱いてほしいという
思いで書いている。その思いを託すのが「魂の技
師｣ なのであろう。

　教師よ，あなたの自由な発言を具体化するし
かない。子ども達の現状を見つめて，子ども達
の人間的願いを背に負って，あなたが，おかし
いこと，やってほしいことを率直に述べるしか
ないのだ。いっぺんに全てがききとどかれ，う
まくいくとは考えない方がいいが，それでもあ
なたの思案に満ちたその努力が，やがてみんな
の共感と賛同を得て学校を楽しくし，子ども達

の人間を豊かにし，笑顔にあふれるようになな
ることをねがい期待する。（p 10）

　石田にあって「魂の技師」とは，自らの生活綴
方教師開眼の際の感動・衝撃を表現するシンボル
的な意味のある特別なことばであった。その当初
の意味や否定的ニュアンスを越えて石田特有の意
味がこめられており，その当否はともかく，それ
にこだわっていると見るほかない。「魂の詐欺師」
表現に至っては石田は同感しつつも苦笑するだけ
だろうと想像する。

2.　1950年代の生活綴方実践のふり返り

　前稿（6）で，生活綴方実践論の総括を試みた
講演を取り上げたが，まだ不十分さが残ったので，
ここで補っておきたい。それは，（5）で取り上げ
た ｢子どもをつかむことに寄せて｣ の中にある生
活綴方論である。
　ここには石田自身の生活綴方への開眼の話の中
に，「今，なぜ生活綴方」講演にはない箇所がある。
若き石田が「ぼくらの村」に自分が感激したのは
事実だが，そこで学んだことは「教育方法として
「考える」ということをどのように具体化するか
というときに，生活綴方を知ったわけです。私と
しては発見でした。具体的に生活を見るようにす
ることが生活を考えることにつながるということ
が，作品を通してわかってきた。……太郎良信と
いう人が研究した結果では，寒川先生が非常に文
学好きな人で，だいぶ添削をしたものだというこ
とを検証的に言い出した。……九月に本が出るそ
うですが，そんな本を読んでも「ああ，うそやっ
た」ということであまり失望しなくてもいいと
思っています。贋作であったかどうかは知りませ
んが，ともあれ私が感激したことは事実です。」（p 

19-20）と語っている。石田はすでに寒川実践？
を学び取る際に，「感激」しつつも生活綴方の意義，
効用を自分の実践の核に据える学び取り方をして
いたということである。
　石田は，生活綴方を知り「生活綴方を通した教
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育をさらに発展させていくという意味で，もっと
深く子どもをつかむというのは，単に子どもが自
分の生活を綴ることによって生活の中の主体者に
なっていくだけではなくて，そういう立場でもっ
と美しいものを見たり汚いものを見たりするとい
う場合に，たとえば音楽でいえばどういう歌をこ
そ子どもたちは歌うべきか，あるいは子どもたち
のためにつくらなければいけないのか。あるいは
どういうものを美しさとして子どもたちがもっと
自分の体に入れるためにはどのように表現しなけ
ればいけないかということから，図工とか美術と
いうようなことに絡んで少し実践的にも突っ込ん
でみたようなこともあるのです。」と語っている
ところも重要である。（p 20）

　生活の中に美を発見する。例えば生活とは別
の次元で美というものを探すのではなく，自分
の生活の中にある美というものをどういうふう
に見つけるか。親父の顔の美しさというような
子どもにしてみればもっと目に見えるもの，う
ちのおやじはボーッと怒ったような顔をしてい
るとだけ見ているのではなく，おやじが働いて
いるときの真剣な顔を見てみる。どんなおやじ
がすごい顔をしているのか。……美というもの
はもっと近く生活の中にあるということも子ど
もたちの発見させていく中で，子どもたちをよ
り深くとらえていくような教育実践へと進んで
いくわけです。（p 20-21）

　ここで石田が言及している自らの実践とは，
1950年代前半の生活版画や音楽，図工（絵画）
の実践であり，教育雑誌に掲載されたものである。
生活綴方教師の石田がこの時期に，このような実
践記録を書いて世に問うたのは，ありきたりの教
科実践ではなく，子どもをつかみ子どもを更に高
める（つまり「考える子ども」をめざす）ための
独自の試みであった。これを，40年も後になって，
こうして語ることができることが，当時の実践の
質を物語っている。それは公刊論文として残され
ており，当時の音楽と絵画の実践記録で検証でき
るものだが，石田はあらゆる教科をそういう生活

という場から発想するという意識で取り組んでい
た証拠資料と言えるだろう。

　それは単に音楽とか美術ということだけでは
なくて，数学にしろ，国語にしろ，社会にしろ，
そういう意味でいえば生活にともっと結びつい
た，生活の中の発想をもっと生かすというか，
法則をもっと見つけていくというか……自分の
発想で公式を見つけていくような数学のあり方
とか，いろいろなことを含めて，貧しい実践で
すけれどあらゆる教科の中で子どもたちをつか
んでいくためのいろいろな実践にとり組んで
いったときの教訓というものも幾つかあったわ
けです。（p 21）

　これらの石田の教科への生活からの発想とは
「生活教育」と呼べるものかどうかが問題になる。
その場合，「生活教育」は当時のコアカリキュラ
ム連盟，のちの生活教育連盟の「生活」からの発
想とはかなり異なるものであった。いまそこに論
及することはできないが，石田の生活綴方実践の
基礎においていた認識論は，コアカリキュラム連
盟のプラグマティズムとはまったく異質であると
指摘しておこう。
　音楽教育に関して提案論文を読んだ園部三郎
は，その真摯な実践への姿勢に感服したとのコメ
ント（だけ）を寄せているが，そこには教科の本
質への石田の直観があるインパクトを持って園部
に迫ったのではないか。そして，教科の本質とは，
科学や芸術の体系や発展過程を学びとるというだ
けではなく，それを学ぶ子ども自身がいかに自分
の力（知識，世界観，技能など）として学びとれ
るような「内容編成」なのかを問うことであった。
学習者の主体性を早くから石田は認識していた
が，それはまさに生活綴方実践を通してであり，
その場合の生活綴方とは，石田流，恵那流のつか
み方のそれであった。ここで石田がつかんだこと
は，生活の中で子どもが発見する（考える）こと
を教師が深くつかむことである。子どもの学びと
成長，生きることへの能動性を育てるための教師
の役割とは，まさに子どもがどう生きていくかの
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方針を自分で持つことを可能にするのが教育の仕
事だという自覚にすでに到達していたと言える。

3.　「性教育」論の到達点

　1992年 6月，石田は恵那教育研究所教育講座
において「生き方を考える性教育をどう考えるか
－子ども・教師の実態調査報告－」の講義を行っ
たが，その他の資料も掲載した恵那教育研究所『子
どもたちの性学習をどう考えるか』（1993）とい
う冊子にまとめられている。性教育は ｢私の教育
課程｣ の典型例として前稿（5）で扱ったものの，
補強的な意味で，再度取り上げることにする。
　さて，「性教育，性学習」という教育ジャンル
から石田の性教育実践と理論を取り上げること
は，そもそもを見まちがうことになる。
　前稿でも見たように，恵那の性教育とは，1970

年代では中津川市教育研究所が，80年代以降は
恵那教育研究所が，情報発信と実践集約の場とな
り，例えば岩波ジュニア新書刊行後は，高校でも
これをテキストにした実践が取り組まれた。しか
し，その中心にいたのが石田であり，多くの教師
が実践の場面で協働したとしても，そのイニシア
チブは完全に石田個人に属すると言って差し支え
ない。＜中津川市教育研究所紀要第 5集吉田教育
長の「はじめに」参照＞　またそのことは，石田
が教材づくりにおいて自身のアイデアを駆使し，
相当の努力を注ぎ込んだことを意味し，その意味
でも典型例である。この点で，子どもの主体性を
もっぱら強調するインフォーマル教育思想とは一
線を画している。教師の指導性は子どもの主体性
と対立する概念ではないのだ。
　本研究でも 70年代研究，80年代研究で部分的
に取り上げた。それらは「恵那の教育｣ の一領域
としてみていたものだが，このテーマはそれとし
て独立的に取り上げる価値のあるものではあるも
の，本来的には，石田の，あるいは恵那の ｢性教
育｣ の実践と理論は総合的な教育実践の研究テー
マになるべき価値と内容があり，そうしたものと
して検討されるべきだろう。ただここでは，90

年代の特徴的な事柄を取り出すにとどまる。
　さて，先に示した 93年発行の冊子は，その時
期に行われた教育調査の内容，結果分析が掲載さ
れ，あわせて，70年代の調査結果や学習要項（い
までいうシラバスに相当か）も含まれている。こ
の冊子には，1973年の中津川市教育研究所紀要
の「提言」がそのまま載録されている。したがっ
て，ここで 90年代の到達点を見るためには，当
然さかのぼっての経緯が示されなくてはならな
い。しかしながら，それは最小限にとどめざるを
得ない。（拙稿 70年代研究の（7）で扱った）　
　恵那の教育の特徴である ｢子どもをつかむ」「わ
かる学習｣ というテーマから見ても，1970年代
には子ども性意識や生活の中にあるその実態は，
きわめて由々しき状況にあったことが明瞭であ
る。この問題を真正面に取り上げた最初の実践家
たちが恵那の教師であった。もちろんそれは ｢子
どものつかみ直し｣ の 60年代にさかのぼる一面
もある。石田の著書『生き方を考える性の教育』（あ
ゆみ出版刊）のあとがきには，子どもの性意識な
どが 50年代から気になっていたと書いた後，次
のように書かれている。
　

　私が性を学習の対象として具体化することの
必要を実践的に気付いたのは七〇年代の最初の
年でした。学級担任でなかった私は，あちこち
の学年で一つ二つの教科を受け持っていました
が，その中に五年生の理科がありました。その
ころ……生活綴方の復興期ともいえる状態にあ
り，生活綴方によって子どもたちも事実をあり
のままにつかむことができるようになっていま
した。学級には自由の雰囲気があって，思った
ことをそのままいうことがふつうになっていま
した。担任でもない私にも，子どもたちは率直
に物を言い，性のことでもかくさないで話して
くれていました。（あゆみ版 p 244）

　ここでわかるのは，通常はあまりオープンにな
らない性を話題にすること自体が，恵那の学校で
はタブーではなかったことである。まして，恵那
の教師たちは子どもをつかむことでの働きかけや
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工夫をしながら，それを自由に交流できる状況も
あったのである（同研究所紀要，座談会参照）。
この頃，性だけでなく子どもの体のことも気にな
る異変がいろいろ話題になっていた。石田は
1972年に中津川市教育研究所勤務となり，そこ
で精力的な活動をはじめる。｢ヒトの体－その性
を考える｣「にんげんの男女－ほんとうの性と愛
を考える－」｢男女の体と思春期の生き方｣「思春
期の生き方を考える－からだとこころの性－」な
どが次々とまとめられ主に中津川市教育研究所紀
要に発表された。注意すべきはこの時点で，これ
らの学習資料づくりと並行した「体と心」の実践
化，教材づくりも進行していたことである。1978

年，南小学校 6年の学級での実践は ｢にんげんの
男女－思春期の体と心を考える｣ となって，この
題目の微妙な変化も試行錯誤の最中であることを
示している。とくに，石田が任された授業時数や
子どもとのラポール形成の段階などが反映してい
るが，いろいろな条件に応じて変化を想定してい
ることでもある。
　言うまでもないが，性学習への子どもの関心を
探るための導入期であっては（も），性に関わる
用語さえ口にすることには大きな抵抗感が子ども
にはある。｢最初のうちは，子どもの口から性の
用語と，それにまつわりついているいやらしい想
念を学習の場に持ち出させることだけでもたいへ
んでした。だから，学習内容では，科学として明
らかにされている自然な原理・現象としての性を
問題にすることが中心であったわけです。それを
子どもたちの状況にあわせて，できるだけ多くの
質問と意見交流をふくめて学習化するために，教
材としては，それにとらわれてしまわなくてもい
いように，間口をひろげた資料をなるべく ｢図表
化することを考え｣ た，など並々ならぬ工夫が紹
介され，さらに ｢私はこの学習を通じて，子たち
の性観念と性関心に対して，科学が果たす役割の
大きさと，その力の強さをしみじみ感じましたが，
同時に，科学が知識として理解できたようにみえ
ても子どもたちが実感として抱いている性の不自
由さをときほぐすことは，これまた大変なことだ

ということも感じたのです。それは，さまざまな
条件としても考えてみなければならないことです
が，私の教育的な貧しさによることは否定できま
せん。科学と生活が結びあう性の学習を作りだす
こと，そのための新しい努力が必要なことを痛感
しました。｣ と率直に，そして謙遜気味に書かれ
ている。（同 p 215）
　石田は子どもたち（大人も同様だが）の性にま
つわる不自由さが，性への関心を歪め，刹那的な
行動を誘発し，時には逸脱することへの危機感か
ら性教育へ力を注いでいったが，それは否定面の
意識化だけではなく，むしろ思春期の生き方を考
えさせるカギとなる学習テーマとして大きな意義
づけをしていたのである。
　1973年の中津川市教育研究所紀要第 2集に出
されている論点や課題は本質的で広範にわたり，
きわめて先進的なものであった。これは『国民教
育』17号に転載され，民間教育研究でもこれに
遅れて研究と実践が始まり，文部行政ではやっと
1986年および 1992年に，保健や理科教科書に登
場した。
　子どもたちの性の実態調査から ｢学習がわから
ない｣ 状態の典型だとして，｢第一に，性が愛と
切りはなされ，精神活動と分離した肉体行動とし
てのひとりあるきの性の状態になってあらわれて
いた。第二には，性が科学と切りはなされ，行動
としては具現できても，その意味，原理が理解さ
れない，わからない性となってあらわれていた。
第三には，性が生きるめあてと切りはなされ，衝
動的な欲望充足として技巧的にとらえられている
ため，全生活の在り方とは無関係なむなしい性と
なってあらわれていた。」（紀要第 2集 p 75　これ
は「中津川市立教育研究所紀要」第 5集 1974で
の石田自身による要約からの引用）　
　さらに，「性の問題は学校教育の今日的な実践
的課題｣，「性教育は学校教育全体として人間形成
の課題として追究｣，「性教育を独自に取り上げる
｣ などの提起は非常にユニークで，恵那らしい石
田の発想が躍如していると言える。また性の問題
は ｢学習がわからない｣ 状態が典型的にあらわれ
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ており，子どもたちの性関心の中心に ｢わかりた
い｣ 要求がある，と指摘している。（同 p 53-60）
　いまここでその提案全体を紹介することはやめ
るとして，92年講演における到達点については，
この恵那教育研究所冊子から抽出できるので，重
要なポイントを示しておくことにする。
　この講演は，かなり綿密なアンケートによる子
ども調査があり，かつ教師の調査もおこなってお
り，その結果と分析にかなりの分量を割いている。
こうした ｢調査｣ 手法は，長年の蓄積あっての手
慣れたやり方であり，対象数は 72年の石田の周
りの五，六年生一学級分の数十人の子ども調査と
は違って，高校までも含む 500人を超えるサンプ
ル数で，回答教員も 72人となっている。
　調査結果を要約すると，72年調査と比べた様々
な指標を検討し，｢全く不自由な状況にある」こ
とを想定して，いまの子どもたちに対応していく
必要があること。換言すれば，72年時点での諸
特徴が更に深刻になっていると同時に，実践的視
点はその時に提示したものが今でも使えるという
ことである。（冊子 p 20以下）
　子どもの性意識・性行動は，教師や親の知らな
いところで，いわばサブカルチャーを形成してい
るので，それを知らないで行う性教育は空振りに
なる。かといって，それを知れば知ったで教師は
内容編成に苦労するし，教育的意図が子どもに伝
わるのか試行錯誤を強いられる。加えて，世間的
には性教育を偏向教育として攻撃する事例が少な
くない。そうした困難な状況にもかかわらず，恵
那の教師たちの努力が払われていることが，教師
調査の一端として紹介されている。
　「まとめ」では，眼の前の子どもたちに「教師
の大半が心配と危惧を抱いて」おり，性教育の必
要性は小中高すべてに共通していること。これま
で学習に取り組ませた豊富な蓄積があるものの，
交流や教訓化に弱さがあり，全面性や系統性と
いった面でも特徴が乏しいこと。性の学習の内容
について今後の ｢具体的展開を可能とする大きな
要素が教師の側に存在している｣ と指摘している
こと，が注目できる。（同 p 114-6）

　さて，講演だが，石田たちが性教育でこだわっ
た一つは前記したように，ふだん使っている性用
語を使うことであった。1992年に性指導指針が
出され，実際の保健や理科の教科書（東京書籍）
でみても性器の名称は ｢性器｣ であり，「何にも
名前がなくて性器と書いてあります。そんなふう
じゃ，子どもは全く理解できないし，そういう説
明でわかるように子どもたちは関心をもっていな
いのです。漠然として性器だということが科学だ
と教えるとすれば，これは非常の間違っておるの
だろうとも思うのです。そういう点で非常に科学
的な装いをしておるけれど，実際ある意味，嘘が
書いてある。一つひとつが嘘であるわけじゃない
けれど，全体としては非科学的な見地というもの
がならんでいます。……ある意味知識の羅列で
あって，それだけ学ぶことによって性がわかり，
思春期がわかり，人間がわかっていくというふう
にならない，非常に断片的な知識の細切れ的な押
し付けだという感じを私は持ったわけです。」（同
冊子 p 10）
と述べている。
　科学的知識の詰め込みを排し，同時に俗語にこ
だわるのは，子どもの生活実感とも絡んでいる。
つまり，教科書用語での授業では，子どものもつ
性意識や間違った性観念などが隠されてしまうこ
とを懸念しただけでなく，さらに進んでは，その
実感をふまえて子どもたち自身が正しい性知識，
性観念を身に付け，自ら生き方をつくり出してい
けるようにする意図があった。それは，性教育で
ことさら強調されるものというより，恵那の教育
全般で貫く原理なのである。
　また，子どもをつかむ上で，子どもたちがふれ
たがらないし，教師も出来ればさわりたくないと
思っているだけに，慎重を要すると指摘して，次
のように述べている。

　慎重ということは，逆に言えば大胆なという
ことを含むわけです。教育的なと言った方がい
いのでしょうか，ほんとうに教育的な調査を，
教育の配慮としてやらなきゃ駄目だろうと思い
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ます。……もっともっと人間というものを大事
にしてやらねば，ほんとうにガラス細工のよう
に，性の問題では子どもたちは何かこころ震え
るものをもっておるわけです。学習の対象……
ほんとうに学習として成り立たせようとすれば，
教師が丹念な教育的な配慮ということをいろん
な形で行わなければなりません。……性の教材
を指導主事のくる日に研究授業としてやろうな
どとは考えずに，本当に子どもたちに合わせて
やることです。それには待ちもあるし急ぎもあ
るというふうに教師が自由裁量をしていかねば
ならんのです。そういう教師の自由ということ
がない限り，性の問題というのは教育として成
り立たないのです。（p 31　……は省略部分）

　講演の最後の結びでは，ジュニア新書に載せる
はずの幻のあとがきを全文読み上げている。あえ
てそれを紹介するのは，石田がその幻のあとがき
で ｢私の青春」の一コマとして自らの性意識，恋
愛経験を率直に語っているというその姿勢に関し
てである。

　教師自らが性をもう一遍問い直してみること
いうことを絶えず自問しなければならないのだ
ろうと思います。自然科学と社会科学との見地
から，あるいは，民族ママ学的な立場から建前
と本音の矛盾を，自分の中でどう解決していく
かという問題があると思うのです。それは自然
と社会をどう統一するかという問題にかかって
くるのです。性には本音と建前という矛盾が日
本の社会には厳然とあるわけです。この問題を
解決していくというのは，自分の中で解決する
だけでなく社会それ自体を民主化するというこ
とを抜きにしてはできないわけですから，その
ことを大きく見通しながら，自分の中ではいく
つかのまちがいもあると思うのですが，まちがっ
たって心配はないのです。まちがいを越えてい
きながら，本当に自分で納得できる性の主人公
にどうなるかという問題が，極めて大事ではな
かろうかと思います。先生自身がそういうふう
に生きていくしかないわけです。先生が完全無
欠で，子どもにお前らはこの頃乱れとるで教え
てやるという問題ではないのです。（p 39-40）

　講演でも取り上げられている新書版『思春期の

生きかた』は，内容構成においては石田の個人著
作だが，中津川市教育研究所での集団的取り組み
を背景にした学習テキスト『思春期の生き方を考
える』がもとになっている。多数の子ども・教師
の手に渡ることを想定した教材づくりの成果であ
る。ただ，新書には，石田にとっても次元の違う
労力を要したそうである。新書版では，二つの大
テーマを示して ｢その一は，思春期を迎えた人の
からだやこころにあらわれる変化をもとにして，
生きることと生きつづけることをする生物＝動物
のもつ自然のしくみとしての性は，ヒトのからだ
やこころにはどうあらわれるのか。その二は，い
まの社会にあらわれている愛や性のありかたをも
とにして，人間の愛や性には社会のしくみがどの
ように関係するのか｣（はじめに　ⅳ）を探り，
性科学だけでなく，進化や医学，人間の歴史，社
会的な性，男女差別，文学や芸術における愛と性
など，きわめて広範にわたるものになっている。
十代の読者を想定しているので，小学校高学年の
思春期に入ったばかりの子どもにはかなり難しい
内容と思われるが，恵那では多くの教師がこれを
教材に取り上げ実践した。前記『人間・生活・教
育』79年 9月では，その実践報告が多数掲載さ
れている。
　石田はその機関誌最後の「雑感　感想とまとめ
にかえて」で自らの著作について自省しながら，
「子どもたちがもっている性の関心や疑問は多様」
であり，「どこに芯があるのかはっきりしない」
ところがあったと書き，に次のように続けている。

　……いま，子どもたちにとって生き方に関わ
る最大の問題はなかま

4 4 4

の問題であるわけですが，
自然の摂理ともいえる生きることと生きつづけ
ることの人間的特性である労働と愛（性）のこ
とは，いくら混然としていてもなかまの問題で
あるということのなかに，社会的な生き方の問
題として統一的にふくまれているものだと考え
られるのです。性のことはそういう深さで子ど
もたちに理解されなければならないと思います
が，私たちの子どもに対する問題提起も，これ
からの実践の発展のなかで，もっと適切なもの
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になるにちがいありません。（『人間・生活・教育』　
p 171　傍点原文）

　すこし端折ってしまったので文意がわかりにく
いが，子どもたちの性への具体的な関心や感情が
先行してよからぬ行動に駆り立てられてしまう現
状を見ながら学習の課題を考えるとすると，そこ
に「生きることと生きつづける」という人間の原
理の核に「労働と性｣の問題があるというのだ。「何
のために働くのか，何のために異性を必要とする
のかがわからないで，金がほしいだけ，快感を得
たいだけということ以外に目的がはっきり」しな
いなかで，人間的自立という課題を意識させなけ
ればならない，というスタンスを語っているので
ある。（同 p 171）
　まとめというわけではないが，石田の個人的貢
献もさることながら，恵那の性教育実践は，｢人
間の教育｣ ｢人間的自立｣ という大きな理念に包
括されたテーマの実践であり，｢性教育｣ という
一般で言われるジャンルからはとらえきれない内
容とひろがりをもっていた。各教師の覚悟は，子
どもに向き合うだけでなく，自身と向き合うこと
を必然的に求める。それゆえ「恵那の共育｣ 実践
という枠組みで，この取り組みを見る必要がある。

4.　学校再生の提言　

＜管理過剰の支配体制下での学校づくり＞
　二度の「教育正常化」を経験してきた恵那では，
正常化の名のもとに進行した管理体制が，子ども
の発達要求と対極にある支配の体制であると見抜
いた。1958年勤評闘争以降，教師にかけられた
困難は，教員を支配する体制であると同時に，子
どもを支配する体制であること。その体制の目的
は，教育基本法（旧法）の「人格の完成」，すな
わち子どもの発達を十全に保証することではな
く，学習指導要領・検定教科書を絶対化し，その
事項を具現化することであった。岐阜県では，第
二次正常化における「日の丸・君が代強制」とと
もに「カレンダー体制」と石田たちが呼んだ，事

前に立てた「教育計画」を具現化することを自己
目的化した「子ども不在」の管理体制であり，そ
こには，子どもの現実の生活や学習は二の次，三
の次とすることを疑問としない反動的な「教員支
配」の強化の姿であった。
　1980年代に入り，かつて戦後生活綴方復興期
を担った教師たちが次々と退職し，実践家の教師
層が薄くなっていくにつれて，学校での主導権を
管理の側に奪われ，「教育の自由」が圧迫されて
いった。学校における数的な不利は動かしがたい
としても，管理体制と闘うことは，教師としての
アイデンティティとも意識されている恵那の教師
たちに，時に応じてエールを送ってきた石田の論
稿から，問題意識の持ち方とそれを打開し具現化
する方向を見ておく。

　まずは，『現代と教育』誌 18号（1991）の特集
の冒頭におかれた「授業公開と突破口として自主
研究のひろがりを｣ 論文である。従前の「研究指
定校」制度を取り上げ，そこで「訪問指導」の主
役となる指導主事による体制は，授業案の十数回
にも及ぶ書きなおしと，「黒子の指導主事の意の
ままにあやつられた人形師と人形が踊る」発表授
業だと告発しているのだが，最近はさらに「×年
後の発表当日にどういう状況を生みださねばなら
ないかということで，それを逆算しながら，×年
前の今日から何をどうしなければならないのだと
いうことで，研究・実験という名の強化訓練の開
始が，指導・強要されるのである。まさにオリン
ピック的研究体制というわけだ」と，書いている。
（p 3）　｢新学力観｣ 導入前夜であることにも注意
したい。時代錯誤と思われるほどの状況である。
　もう少し，石田の現状分析を書き出してみる。

　いま指定研究だけでなく学校研究一般は，学
校教育のあり方にかかわる行政上の評価の中心
におかれている。それは日々の授業をふくめて
子ども管理が学校研究の成果として，どのよう
に文部省・管理当局の意にかなっているかが，
学校管理（経営）と教師能力評価の基準となる
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ことにほかならない。その基本は学習指導要領
の貫徹と達成にあることは間違いないけれど，
現実的，具体的には，指導主事の視点・力点を
通じた指導事項と達成評価としてあらわれるの
である。……きわめて安直ないい方をすれば，
指導主事に評価されれば安心できるし，批判さ
れれば不安で悲しいという心情が校長をはじめ
教師個々に生まれるのである。……指導主事の
評価が行政管理当局における学校と教師への教
育能力，いわば有能と不能，よしあしの評点基
準となるかぎり，子どもたちの実体や地域の現
実に根をおいた，泥くさい教育視点を学校の基
本的立場として固執することはきわめて困難と
いうより，むしろ不可能といった状況を生みだ
すのである。（p 4）

　学習指導要領の貫徹という目標を，指導主事の
言動を通じて具現化する体制こそが，オリンピッ
ク的研究体制として実践される教育活動であると
いうことだが，それが管理として教師を拘束し，
授業の進め方を規制し，指導主事の指導に従順で
あることが授業の公的資格のようにみなされ，従
順でない場合は「指導力が劣る教師」とされるの
である。「子どもの現実に即した人間的，教育的
作用については，公的性格を欠くものと考え」ら
れる。だから逆に言えば，学校に人間的で民主的
な教育活動・授業を実現するための基準が欠落さ
せられていることを意味する。

　教師が子どもたちの現実に即して，真に人間
を大事にする教育を実践し，それを発展させよ
うと願っているならば，管理支配の焦点となっ
ている授業の場において，自らの本音にみちた
授業実践を公開し，指導主事言辞による嘘と体
裁，格好によらない，真実の授業のあり方を他
の教師に問い，みんなで，その授業を通した真
実のあり方，ほんとうに人間を大事にする教育
について検討しながら，学校のなかに人間的教
育の本物の基準を共通の財としてつくりあげて
いくことが必要だと思う。（p 5）

　石田は研究授業が強制される場でもこれが具体
化はできると考える。

　学校・教育をいやなものではなく，おもしろ
いものに変えていく活力は，教師とて子どもた
ちと同様，学校の最も基本的・基礎的な活動の
場で，自分の人間的存在の価値がなかまに認め
れることが自認できることをぬきにして出てく
るものではないと考える。それはまた，自由を
求める自主的な活動によって，より発揚される
ものであろう。そのとき，真におもしろい実践
を得ることができるのである。おもしろさとは，
わかるとやる気の相乗的作用によって得られる
ものだと思うが，いまの学校状況にあっては，
管理支配の中核となっている教育実践・研究の
日常的な基礎である授業の場での自主性の公然
化ということを伴うことによって，実りゆたか
に発展してゆくのではなかろうか。
　いまは小さくとも，自主的な授業公開を突破
口とした実践・研究の灯を，学校に定着させひ
ろげることで，指導主事の言辞にとらわれない，
子どもたちの現実に即した学校の公開研究会が，
各学校で自主的に開かれるまでに，燎原の火と
なるとき，それをめざした活動が生まれるとき，
学校・教育へのおもしろさを確かなものにする
ことができる……。（p 6）

　2010年代の半ばの今日，選挙権が 18歳に引き
下げられ高校での政治教育とその「中立性」が問
題になっている。さらに時の政権による憲法原理
を蹂躙する法案をめぐって，若き世代からも強い
反発が起こっている。このような政治をめぐる
ホットでしかも切実な課題に関して，教師はどう
生徒たちの知る権利，学ぶ権利を保障できるかと
いう課題がある。学校での自治的な教育実践の保
証という観点も含めて，ここでの石田の言及は，
現実の課題にとって示唆に富んでいる。もちろん，
政治教育の問題は教育内容，教育実践としてだけ
でなく，偏向教育を叫ぶ政治的な圧力にも目を配
らないと片手落ちになる。思想・良心の自由，表
現の自由や，知る権利，発達する権利保障という
憲法次元で政治教育が議論，実践されなければな
らない。

＜子どもの荒れと向き合う＞
　次に，石田の 90年代後半期の活動は，地域・
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学校でおこる ｢子どもの荒れ｣ とそれにほとんど
無策の教育行政・学校体制への内在的な批判で
あった。それには，いくつもの論稿が残されてい
るが，変革のための提言を精力的に展開している
印象がある。前稿（5）では，坂元解説を参照し
つつ，「中学校の対教師暴力を考える－N市立中
学校 3年生二人の逮捕にからんで－」『恵那の教
育・資料集 3』原文は恵那教育研究所冊子，
1997）を引きながら，若干の考察をした。
　資料集に収録されなかった，その直後の「荒れ
を克服する教育実践を－荒れの根底に対応する若
干の問題－」（恵那教育研究所冊子，1997）と，「子
どもたちの荒れと教育的対応の問題－中学校「わ
いせつ行為」事件にかかわって－」（恵那教育研
究所冊子，2000，7　部内資料）をここでは，取
り上げる。前者は，教育実践の提言であり，後者
はそれを含みつつ，より総合的な学校再生の提言
になっている。
　これを見ると，地域に根ざす教育と学校づくり
で大きな陣地を築いてきた経験が言わしめる重み
があるが，他方で，管理にがんじがらめにされて，
教師の自由の陣地が狭められてきた中での，最後
の拠り所をいかにつくり出すのか，という課題へ
の挑戦と言え，その発想や方向は，石田らしいユ
ニークなものである。
　子どもが引き起こした事件ではあるが，子ども
をバッシングするだけの生徒指導体制などを，頭
ごなしに外部から非難するという姿勢とは対極的
な立場から，納得づくで学校を変えていこうとす
る方針提起といえる。そのユニークさが躍如して
いる部分を紹介する。
　前者論文では，｢荒れ｣ を暴力行為の問題とし
てではなく，「荒れの因子は荒れの現象を示さな
い子どもたちの中にも含まれる」との観点から，
｢安心と希望を自覚的につくり出さない限り，自
らで荒れの因子を除去し，荒れの衝動を克服する
ことはできない｣ から，「単に生徒指導的対応の
問題であるだけでなく，全教育活動での対応の問
題として，全校的に全教師で取り組むことが必要」
だと指摘している。（1997冊子 p 3）

　ここでのキーワードは ｢おかしさ」である。全
教育活動で対応するとの中味は，六点挙げられて
いる。おかしさは全教師で共有する，おかしさを
学習する，わかる学習をつくる，友だちのできる
実践を，やさしさと親切の実践を，全教師の意向
が反映する生徒指導，などがその項目である。
　この「おかしさ｣ に注目するのは，それに対す
る意識も多様だし，現象もまたいろいろなおかし
い事態があるからである。おかしいと思いながら，
見解が違えば反目し合うこともある。だから ｢共
有｣ するための話しあいが重要だし，それは学校
の縦系列に分断された ｢持ち場｣ だけでの話しあ
いでは到底 ｢共有｣ できないことを，問題視して
いるからである。
　同時に石田は，｢おかしさ｣ を子どもたち全体
の問題にすることが重要だと述べつつ，いろいろ
な配慮が必要であり，自由な雰囲気での学習をと
提言する。さらに「この学習は ｢おかしさ｣ の善
悪を前提として，当事者を追いつめることが大事
なのではなく，事実をみつめて，それのもたらす
問題を明らかにしながら，「おかしさ」のもつ人
間的，社会的矛盾を理解させ，克服への希望と勇
気を得させることにあるわけだから，子どもたち
の内面を尊重すると共に，科学的見地を大事にす
る事が重要だ｣ と述べる。（同 p 5）
　この ｢おかしさ｣ を学習課題にするという発想
は，いかにも石田らしい。そこでは喫煙の例があ
がっており，タバコの害を考える，タバコを科学
する，なぜタバコを吸うのか，タバコの功罪，な
どなど子どもたちの状況によって，さまざまに学
習主題は考えられると言う。さらにまた，「「おか
しさ」の学習は当面する生活課題が中心となるけ
れど，教科目の基礎，基本の ｢わかる学習｣ が保
障されなければ，子どもたちの荒れへの根源的対
応にはならない」とも指摘している。（p 7）
　この例でいえば，喫煙の害は ｢害｣ を自覚させ
るには，科学的，あるいは医学的知識をベースに
しながらも，身近な問題として家族や友人の声を
取り込んだり，押し付けにならない工夫が必要だ
ということである。結局，喫煙をやめるのは本人
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自身だということであり，これは学習一般論にも
通ずる。どういう学習主題を投げかけるにしろ，
教材の選定や方法の吟味は，個々の教師の工夫と
共に，民教研や職場の有志のあつまりで検討し合
うことで個別的にでも進められると提言してい
る。いうまでもなく，この発想の背景には，問題
の克服のためには，問題と向き合い，自覚的に取
り組む子どもの側の自主性を，教師がいかに喚起
できるかということにあるし，もっとも基本的な
ところで ｢わかる学習｣ の保障を強調している。
世間の大半は，対処療法を，教師や学校の都合で
押しつけて，表面的に ｢反省｣ させて本当の解決
は先送り，というパターンとは対照的である。
　とりあげるべき提言は他にもあるが紙幅の関係
で割愛する。
　これまでも，子どもたちの荒れと教育的対応の
問題で石田は再三にわたり ｢学校問題｣ の扱い方
に関する原則的提言を行ってきた。後者論文の「子
どもたちの荒れと教育的対応の問題」（2000.7）
はその延長線上にあり，｢中学校「わいせつ行為」
事件にかかわって｣ の副題がある。発生した事件
の中味はここでは取り上げないが，子どもが起こ
した ｢事件｣ そのものよりも何が起こったのかさ
え明らかでない学校や教師の対応のまずさ，誰も
納得できないような説明に対して，｢教育が無力
化している｣ と批判し，管理強化が間違いの基だ
と厳しく指摘している。性的な問題が事件の主要
な中味らしいということで，事件そのものが隠さ
れ事実が明らかにされていないところに最大の
ネックがある。そのうえ教師たち自身にさえ情報
共有されず，管理職が一元的に，恣意的に事件の
収束を図るという構図である。それらが，父母や
地域には一層わからなさとして印象づけられる。
　子どもが引き起こす問題は，部分的，個人的な
ものというより，社会的，構造的なものである。
そこで石田は ｢緊急の課題｣ として五点ほどをあ
げて，人間的信頼を取り戻すための学校再生の方
向を問題提起している。
　「対応，対策方針は教育性を明らかにして」｢生
徒との人間的，共育的対話を｣「わかる，面白い

学習づくりを本気になって｣「全教師の意見が反
映される教育方針を」「父母の特性を生かした協
力を」の各項目であり，説得的ではあるが，強い
て言えばどれも目新しいものではない。
　子どもの荒れは，教師不信，学校不信に原因が
あるが，それだけではない。だからこそ事実に立
脚した会話，対話が必要だし，問題を起こした子
どもの立ち直りが図られるような配慮が必要であ
る。石田は，問題そのものだけではなく，それを
引き起こす要因と，学校全体，教育一般を見据え
てそこから方針を練る議論を呼びかけている。言
葉を換えれば，こうした原則的な学校運営自体が
｢管理主義｣ によって蹂躙させられ，それ自体が
生徒の非行と，学校問題の原因になっている。
　石田は次のように結んでいる。｢子ども達の現
状の切なさに想いを寄せるならば，現状をみんな
で正確に把握し，体面にこだわることなく，方針
を大胆に転換して，学校の自由と自主性，民主性
を存分に発揮するように全教職員で努力してほし
いと願わずにはおられません。子どもたちに寄り
添い，その人間的発達を保障し展望する大事な機
会だと思うからです。｣（2000冊子 p 19）

5.　生活実感の強化と人間的自立

　｢研究所通信」134は，ミレニアムを前に意識
し 1999年暮れに編集・発行され，その冒頭に掲
げられたのが，前にもふれた論稿「実践試言」で
ある。この時石田はすでに 70歳を超えていた。
抽象的で難解だが，教師人生を総括するかのよう
な教育思想が披瀝されており，要約紹介するのに
骨が折れる。サブタイトルが，ある意味核心を物
語っているのだが，けっして個人的な思いではな
く，研究所での話しあいのなかで触発され，依頼
されて書かれたものである。
　例によって，子どもの特徴から始まるが，そこ
では，「しっかりしていない」「きちんとしていな
い」ことが，生活習慣の不規則や社会性の不足，
自然への不適応，などの現象から本来的野性を欠
いた ｢飼育されすぎた人間｣ という表現で，まず
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はまとめられている。人間は特別な保護を得て育
つものであるにしても，「いまの子どもたちに与
えられる保護は，過小や過剰というだけでなく，
自立という点では抜け（落ち）がある｣ と指摘し，
｢野性的な知恵｣ の欠落があるという。

　子どもが本来保有しているはずの，人間全体
としてまるごとぶつかって得る知恵が少ないと
いうか弱いため，安心や不安が本当に感じられ
ないで，少し事態が変わると，安心・不安につ
ての自分なりの読みができなくなり，とんでも
ない状況におちいるということが目立つのであ
る。安心と不安は相対的に抱くものなのかも知
れないが，特に不安がわからないというか知覚
できないことが多く，不安に備えて準備するこ
とで安心を確保するための ｢野性的な知恵」が
働かず，全体としてたえず不安状況が内面的心
情として巣くっているように思われる。（p 2）

　ここで「人間的自立｣ のポイントが次のように
示される。

　子どもの自立の基礎・基本ということでは，
身体的な発達や，生活習慣のあり方を含めて
……私はあえて ｢自らの生活実感に即して，自
分で考えることができること｣ を，最も大事な
こととしてあげたいのである。／こういっても
それはいまの状況の中では簡単に身についたり，
あらわしたりすることができな資質のように考
えられる。／好ましい，好ましくない，浅い，
深いの差はあっても，いまの子どもたちに生活
実感となるべき感覚・感情が基礎的に存在して
いないはずはない。けれどそれに基づいて自分
で考える，自分で選択するということになると，
直観的なひらめきはできても，自己内の対話（い
まひとりと

マ マ

の自分との葛藤）を通して，ひらめ
きを自分の見解，意見，意志，判断とするまで
のこだわりは，あまりにも弱さをもっていると
思うのである。／それは人間が，社会的動物と
して，集団的，社会的人間関係の中で自然に鍛
え上げられるべき，自己の存在の客観性が，生
活実感として強固に内在，蓄積するに至らず，
現在の余りに利便的な生活環境の中で希薄に
なってきていることから，自分の思考，判断に

ついて自信を弱めさせているからだと考えるか
らである。そのため，生活実感とは異質なこと
では，利便的な生活から得た知識で，雰囲気や
状況にあわせて，あたかも自分の意見のように
表すことはできても，自分の生活をくぐった内
心からの本音として意見となると，「わからない」
「まあ，まあ」といったことの多さになってあら
われているように見受けられる。／まとめてい
えば，いまの子どもたちの自立のポイントは「自
分の生活実感に基づいて自分で考えること｣ に
あるといえるが，実際には生活実感の希薄さが，
また自分で考えることの弱さ，困難さとなって
いることを理解しておかねばならない……。
（p 3）

　では実践的課題は何か，子どもたちの特徴と人
間的自立を結び合わせたところの「実践の環」と
はどこにあるのか。石田は，子どもたちの経験や
生きる知恵の少なさ，弱さというだけでなく「生
活実感の希薄さ｣ について更に言及する。

　生活実感が無いとはいえなくても，希薄だ
ということは，生活体験について強い感情が
蓄積されていないため，それに即して，ある
いはその体験自体を考えてみることへのこだ
わりが少ないことを意味する。だから一方で
はまるごとぶつかるような経験を生みださせ
ることで強い情感を含む実感を得させること
に努めると共に，たとえ希薄であってもその
実感をひきだしながら，その実感の意味を自
覚的に考えさせることがなければ，希薄はそ
のままで，それに基づいて思考することは発
展しないことになる。（p 4）

　希薄であっても，弱さがあっても，その ｢実感｣
を認めることが必要だと石田は書いているが，も
ちろん，それを引き出すことが困難で，むしろ実
感を表せないどころか ｢強固に隠蔽｣されること，
たとえば父母の離婚とか，突然死とか，孤独感の
強さとか，人間不信とか，様々な要因で ｢希薄さ｣
が広がっている事実を認める。「しかし」と，続
ける。
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　自立はその実感の探りだしを基にして教育的
に組織できるものであることを考えれば，実践
の環はやはり子どもたちの生活実感の探りだし
と，探りだした実感を自覚的に自分で考える方
向へみちびくこところにあるのではないかと思
うのである。（p 4）

　では実践具体化の基礎はどこにあるのか。

　人間まるごとぶつかる活動をひろげ深めさせ
ながら ｢野性的な人間の知恵｣ をゆたかにする
ことで，その生活実感と人間的知恵に基づいて
自分で考えることを実践の基本課題として具体
化することであるが，それはまたこれまでの民
主教育の実践的教訓を学ぶことを含めて，科学
的・教育的な見地を原則的・柔軟的に生かせば
可能なことと考えるのである。／実践の基本的
課題はさまざまな分野で多様に展開，具体化さ
れなければならないが，全体の基礎としてやは
り生活の表現というか，生活の実感を客観化さ
せることをたんねんに積み重ねることにあると
考える。それは，すべての経験，学習を自らの
意識の基で統御する基本としての生活（自己）
意識を生みださせ強める基になる。（p 4）

　生活の表現ということでいえば，当然それは生
活綴方を意味するし，それを含まないことではな
いが，ここではなぜかその生活綴方という言葉は
書かれていない。まだ石田の提言は，この「表現」
をめぐってさらに続くが，「生活実感と切り結ん
だ基礎・基本の知識や技能の獲得」のことを示唆
しているものの，｢間違ってもよい，失敗しても
よい，それに恐れることなく，自分なりに目前の
子どもをみつめなおしながら，最善の可能な実践
を具体化してみることが何より大事だ｣ というに
とどまっている。とにかく引き出すことが重要だ
と読めるが，｢手詰まり｣ との印象を与えるかも

知れない。
　この提言の読み方について，当然，通信を通し
て呼びかけられた教師たちの反応がある。それに
呼応する実践的な交流が行われたものの，起死回
生の成果があるとは言えないことも事実だ。そう
いう意味では，提言の思想は共有されても，それ
で教育の実践的な打開が図られると期待するのは
無理な状況なのである。もちろん，その後の「通
信」や年報にあたる『あざみの詩』には，少なか
らず教師たちの努力のあとが見える。それらに共
通するのは，まさにこの提言の精神の発露である。　
　「生活実感」に注目して，2007年にまでいたる
石田の胸中を察するに，ここに至っても（なおさ
ら），生活実感こそが認識や知性の，さらには生
きる意欲の原動力なのだという思想で一貫してい
ることは驚異でさえある。ふり返れば，石田が 

｢生活実感｣ を言い出したのは 1968年ころ「さく
ら教科書批判｣ の中からである。それ以来，この
信念と思想は深化し確固としたものになってい
る。こうした観点はしかし，現実的，実践的には，
その ｢希薄｣ さと闘う主体を子ども自身が突破で
きなければならないという，困難の循環になりか
ねない。だがこの論稿の全体にわたり，石田にし
か書けない内容に溢れている。それをどう教育学
として読解するのか，研究者が問われているとも
言える。そこで ｢生活実感｣ という特別な概念を
哲学的認識論として読解することで，別の機会に
それを果たしたいと考えている。

　（注　引用した資料文献の頁付けは掲載書誌に
よる。本稿は代表・佐藤隆教授の科研費共同研究
＜課題番号 26381034＞の成果の一部である。）
 （2016年 10月 7日受理）
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