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2017-05-20 長野学習会

憲法と教育、新学習指導要領、道徳の教科化
──教室と生活の場に、民主主義と人間の尊厳を──

佐貫浩（法政大学名誉教授・教科研委員長）

（一）現代とはどういう時代か
１）グローバル資本による国民国家権力の掌握という性格

──経済世界による国民 主権政治への逆統制

①市民革命による二つの新しい方法（議会制民主主義＝国民主権権力、資本主義経済）

②見えざる手の論理による政治による経済への介入の拒否

③資本主義経済の自由による人間破壊への対抗策としての政治の経済への介入

④国民主権政治による「規制」によって獲得された人権と労働権水準の高まり

⑤国民主権政治による社会的富の再配分構造としての国家財政、徴税、福祉、等々

⑥グローバル化による国民主権国家の人権と労働権の高さの「障害」化⇒規制緩和へ

⑦巨大化したグローバル資本による国家権力の再掌握過程としての新自由主義化

⑧新自由主義国家による国民主権政治の抑圧――民主主義破壊、立憲主義への侵犯

まさに今展開している権力の変貌は、このようなプロセスの結果として把握できよう。

２）今何が起こっているか

①社会的富の配分の変化

・労働分配率-企業配分率の変化
・雇用の格差化 ⇒ 格差・貧困

・消費税等税制の変化

・大企業の内部留保の増加

・タックスヘイブン―― OECD調査で年間 26兆円
②雇用の構造的変化

１）非正規、派遣等の拡大

2）｢知識基盤社会｣――の展開
③福祉構造の変化

・私費による｢生存｣競争――教育費の私費負担割合の大きさ――貧困のスパイラル

（①幼児教育、②義務段階の塾など、③高等教育費の私費負担の増大）

④地域の崩壊――人口政策……三位一体の地方財政改革

3）現代の歴史的な位置

⇒いままでは国民主権の上に立つ国民国家の権力は、他に並び立つものがないほどに強力であったが、今日では

国家の財政規模とグローバル企業の財政規模をとを一緒にしてならべると、上位１００の内、企業が７０を占め、

国家は３０だけになったという驚くべき実態を NHK スペシャル｢資本主義の未来｣（３回シリーズ､ 2016-11 月放

送）が報じていた。国家権力を上回るほどの経済力を持ち、その経済力を背景に、国家権力をも自己の世界競争

に有利な施策を実施させる権力へと組み替える政治の変化が進行しているのであり、そこに出現したのが新自由

主義国家に他ならない。

人類は、資本という自らが呼び出したこの力の巨大化に対して、それをコントロールする力を、もはや単独の

国家権力、国民主権権力としては、維持できない段階に入ろうとしている。しかしそのコントロール力を回復し

なければ、格差や貧困、地球環境の維持、世界各地の紛争の解決は出来ない段階に到達してしまった。政治とい

う力のバージョンアップなしには、人類はサバイバル出来ないという全く新しい歴史段階がいま展開しつつある。

そのためにいかなる政治を生み出していくのか、それが歴史的課題として問われているのである。このような現

代認識を共有できるかどうか、そのことが問われている。」

（二）教育と国家の関係の変化
１）いま教育と権力との関係はどう変化しつつあるか
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教育が深く政治権力――特に安倍内閣の管理・統制の下に組み込まれつつある

①国旗・国歌法が1999年に制定され、その学校教育へ押しつけ。処分者のべで400名超。②2006年の教

基法の改正で「教育の目標」を規定し、その文言の解釈権を文科省が独占。

③2006年に学テ実施を決定し、2007年に悉皆テストを実施、一層全面的な教育内容統制。④教科書検定

を強化し、政府見解があれば必ず書き込む⇒政府見解を教える教科書へ。

⑤教育勅語復権をねらった閣議決定。

２）新指導要領の危うさ――システムによる教育の営みへの緻密な管理システム

①改訂教基法の「教育の目標」規定を理由に教育の内容や価値に対する国家関与を正当化

②それに基づいたとする学習指導要領を一方的に規定、その内容解釈「権」を文科省独占

③その指導要領に沿って教科書検定

④教育振興基本計画などによって自治体教育行政が学校達成目標を決定

⑤教委-校長-主幹ルートでそれを学校に降ろす
⑥管理職専制体制を構築して職員会議での議論を禁止

⑦その目標実現の PDCAシステム(plan-do-check-action)を組み込み
⑧学力テストでの教師と学校の達成度を評価し、

⑨その点数等を含んだ人事考課と給与差別で、教師管理を行う体制として構造化

３）道徳の教科化の危うさ――今回の道徳教科書検定に見る危険

①そもそも、教科書内容は、学習指導要領や教科書検定制度があっても、国家が直接決定するものでは

ない。まず何より、それに対応した科学の体系があり、その科学の成果、到達点こそが教育内容を提供

している。例えば、歴史学の到達点に反する勝手な歴史観を押しつけることは、絶対に許されない。と

ころが｢道徳｣科では、対応する｢科学｣が認定されておらず、だからなぜ２２の項目（小学校の徳目）が

設定されたのか、そのなかになぜ人権、民主主義、平和、人間の尊厳、等の｢項目｣が抜けているのか、

全く不明。文科省はこの仕組みで、国民の道徳性をどういう柱で構成すべきについての専断的決定権を

手にしつつある事態が生まれている。

②教科書の作成と検定がまさに秘密の過程として展開。教科書会社が、関係者に賄賂等を送り不正な販

売競争をしているのを取り締まるという口実で、検定が終わるまでは一切その教科書内容を外に漏らす

なという規制を徹底したため、検定結果が公開されて初めて、どんな内容が教科書になったかを国民は

知ることになった。教科書がかくも徹底した秘密主義の下で作成される異常事態が生まれてしまった。

③検定は、文科省が立てた｢項目｣を満たしているかどうかを基準とした検定となった。伝統が十分反映

されていないのでパン屋が和菓子屋に書き換えさせられた、町探検で出合った「アスレチック」は「伝

統と文化の尊重」を理由に「こととしゃみせん」の店に変更させられた、などという検定が行われまし

た。これは、国民の道徳観念に対する国家による枠付けシステムの形成に大きく舵がきられたことを示

している。

（三）道徳の教科化のねらい――道徳性とは何かを考える

（１）道徳性とは何か――政治というものをとらえ直す
･人類史のあゆみは社会的正義探求の歴史

・クリストファー･ボーム『モラルの起源』

･市民革命の意義

・暴力と民主主義と平和の関係を考える──道徳性は「どこ」にあるのか

⇒政治とは社会の道徳性を発展させる最も基本の方法である

・歴史的に見た道徳性の発達の３段階

①素朴な民主主義の段階――人間の共同労働が生み出した論理

②国家の出現と支配秩序の維持のための道徳律

③市民革命と国民主権にたつ道徳性――憲法的正義としての道徳性
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（２）安倍内閣の目指す「道徳的価値」とは何か
１）評価にしたがって自己責任で生きる人間像

①競争を正義とする社会の形成

②この内面の自己コントロールに向かう

――心理主義、カウンセリング的手法の意図面的応用

③｢社会問題｣に向かう分析・探求の視点の欠落――現代社会秩序への全面的同化

⇒グローバル資本の利潤の視点から作り出す社会の仕組みへの全面的従属と同化

・資本の効率性、利潤獲得を自己の身体に刻み込む｢生｣の管理

競争世界を自己責任で生き抜く主体を形成する｢環境管理権力｣

⇒ミシェル・フーコー｢生政治｣

・目標管理権力、PDCA――評価国家、評価権力の出現――評価への従順
２）国家と人権の関係の逆転

・個の尊厳――国家の価値…この関係の逆転

自民党日本国憲法改正草案

１）国家を実現するために憲法を作る！！！

２）公益のために人権、表現の自由、結社の自由も制限する！！！

３）｢国防軍｣、｢軍事裁判所の設置」

４）国歌・国旗尊重の義務 etc．etc．
⇒｢人間の尊厳｣と｢国民主権｣意識を封じ込める

・｢個人｣⇒｢人｣

・日本という共同体国家の担い手としての臣民的自覚の形成

・｢立憲主義｣――国家を規制する国民主権､憲法規範の曖昧化

・新自由主義による「国民国家」の破壊を共同体としての国家意識、国家への一体感の 形成によ

って偽装するもの⇒「愛国心｣の涵養

・新自由主義政権の社会破壊を｢偽装｣するイデオロギー―アベノミクス

トリクルダウン──高度成長時代の企業社会ナショナリズムの呼び戻し

３）軍事大国化にむかう国民意識の形成――日本の軍隊を世界展開させる国家への挑戦

・グローバル世界における国民国家の危機

──資源、国防、格差等々の決定要因としての｢国家｣への｢期待｣

──解釈改憲の受容、憲法改正への誘導、戦争法への支持、国防軍の正当化

・グローバル世界秩序を担う世界支配という｢アイデンティティ｣のよりどころ

──孤立化、孤独化の中における共同性への｢情熱｣の対象としての国家

・靖国派的歴史観の強制

４）グローバル資本の世界像への一体化――環境の持続と平和な世界の形成の課題を無視

・人類的な課題を考えるという点での課題認識の根本的欠落

・地球的な環境の危機、世界の貧困と格差の拡大による戦争の拡大、世界的な食糧危機などに対して、

人類が如何に対処していくかという課題に正面から向き合い、それを解決して行く力量と価値意識､世

界の民衆との連帯の意識を育てるという課題意識の欠落――ナショナリズムによる意識拘束

・なぜそういう欠落が生まれるのか

⇒安倍内閣は、グローバル資本の利潤獲得を最大の目標とする政治、すなわち「企業が一番活動

しやすい国」づくりを進めようとしているからである。地球温暖化や資源の浪費、大量消費の追

求、世界の格差と貧困などは、巨大な利潤を獲得しようとするグローバル資本の世界戦略に対抗

する姿勢をもたないからである。

５）補足――新自由主義とナショナリズム・新国家主義の関係

・「社会破壊」は新たなナショナリズムを呼び出す。国民国家の破壊、解体がもたらす不安は一方で国

民国家へのナショナリスティックな郷愁と期待を呼び起こす。

①新自由主義によって進められる「社会破壊」による社会統合の危機によって引き起こされる強い

国家、強い規範を求めるナショナリズム、強国待望感。

②グローバルな資本が世界から富を収奪し、自己の利潤として包摂する戦略によって引き起こされ
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る世界競争が生み出す世界的な格差貧困の出現――それは国家や民族間の競争という形としても展

開する――によって、引き起こされる。それは国家や民族による領土や資源の獲得競争という様相

としても出現する。

③それらが引き起こす紛争やテロなどで、再び国家の軍事的管理力が競われる中で、軍事的な側面

からもナショナリズムが煽られる。安倍内閣はこれらを巧みに利用し、あおり、集団的自衛権の行

使、海外への軍事進出、軍事大国化へ進みつつある。

④高度成長時代の経済的ナショナリズムの意識を利用して、アベノミクスという経済戦略を打ち出

し、グローバル資本のための経済政策を、ナショナルな経済的復興の方策であると偽装している。

⑤加えて、強い日本を押し出すイデオロギー、アジア諸国からの日本の歴史認識への批判を嫌悪す

る一定の心情を逆に侵略戦争否定の歴史観によって引きつけ、保守右派の結集を図ろうとしている。

・重要なことは、新自由主義はほとんど必然的に、社会破壊、そして国民の人権や安全の解体をもたら

すことで、排外主義的、民族差別的な国民の利益優先政治への要求を高める。その背景には、グローバ

ル資本による国民国家破壊という本質が見えなくさせられていることがある。安倍内閣のナショナリズ

ムは、決して安倍の特殊なイデオロギーによるものではなく、新自由主義が必然的に呼び起こしている

傾向であり、もちろん安倍の政治信条はそれをより突出させている。この安倍政権のナショナリズムに

対して、世界的な視野をもった国民主権政治の展開を 如何に私たちのアイデンティティに繋げるかが、

大きな論争的課題となっている。

④「探求」「科学的解明」「問題の社会性」探求の禁止

⑤「議論」が向かう先の危うさ

⑥子どもの課題、関心との断絶――強力な「生活」化、「行動」化の矛盾と危うさ

（四）私たちはどう道徳性の教育を進めるのか

（１）道徳徳性の教育の対立の構図

私たちの道徳性の教育の場

教科教育

特設的道徳テーマ学習 道徳教育

教科「道徳科」

生活指導（生徒指導）

批判可能な｢価値｣の形態 獲得する価値の性格 「徳目｣の形態

①憲法的正義に立って、人間の尊厳と基本的人 ①現存の社会秩序を前提として、そのなかで生

権の確立をめざし、社会の正義と個の人間的正 きる個人の側の規範意識と自己努力だけを求

義をともに探究する。 め、憲法的正義に注目しない。

②個人だけではなく社会の道徳性や正義の低さ ②正義や規範は｢徳目｣として提示され、社会矛

や矛盾も批判的検討の対象とする。 盾は批判的考察の対象とはならない。

③一般教科の科学の方法に依拠して、社会的正 ③絶対的な徳目に照らし個の規範意識を吟味す

義の想像、獲得、継承を目指す。 る。一般教科にも徳目を持ち込む。

④現場性を踏まえ、生活指導として、起こって ④教科書と年間計画に沿い徳目を「正解」や規
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いる問題、矛盾の共同的克服として、道徳性を 範として教え込む。現場の課題に対して集中的

育てる。 に取り組む「現場性」と乖離する。

⑤価値批判の自由、価値の多様性を前提と し ⑤｢徳目｣を絶対的価値として提示し、それをど

つつ合意していくという方法をとる。 れだけ実践できるかを評価､訓練する。

⑥教材は､その文化的、科学的価値が直接子ど ⑥教材は「規範」、すなわち道徳的「正解｣を埋

もの価値形成に働きかけるものとなる。 め込んだものとして読み取らされる。

⑦自己の内的価値に従う人格の形成を目的と ⑦社会と国家の秩序、徳目に批判意識なく従い、

し、自主的､主体的判断力の形成を目指す。 権威に従う心性を育てる。

⑧他者への共感的理解に立ち、他者と合意を形 ⑧自己を規範に従わせる行動訓練によって、規

成する応答責任力を育て､民主主義と自治によ 範に従うことで秩序に従う。秩序を創る主体と

って規律と秩序を自ら生み出す。 しての方法と自覚を育てない。

⑨問題解決の歴史主体としての個（主権者） ⑨既存の社会や国家秩序に従う国民の形成。主

の形成、主権者意識の形成を目指す。 権者意識と切り離されている。

（２）私たちはどこで道徳性の教育を進めるのか

１）道徳教科書批判

①圧倒的に規則・規範・決まりを守りましょうというメッセージが並んでいる。

②｢徳目｣化の不可避性

③スポーツ選手登場は何をもたらすのか

④｢共同体｣意識の形成

⑤社会は善意に満ち、完全であるというメッセージ

⑥議論（討論）は｢探究｣に向かえない――個人の工夫へ

⑦アクティブさは態度として求められる――評価の危うさと「難しさ」

２）道徳性の形成についてのいくつかの視点

第一に、子どもが道徳性を担う主体となる関係の中で子どもを育てることが重要。人間は他者ととも

に共同性の中で生きたいと願うという条件の中で、他者と共に生きるわざとして社会規範を引き受けて

成長できる。しかし、自己責任で社会から排除され孤立し、期待もなく、恨みしかない、何も怖くない

ので無差別殺人に走る――新自由主義社会は大量にこうした人間を生み出し社会を破壊している。共同

性の温かさが感じられる他者と出会えれば、一人ひとりが道徳性を担う主体に成長できる。

第二に、全力で、いじめと取り組む。いじめの空間で子どもは生き残るのに必死。自分の居場所を得

るために加害者・傍観者・観衆になったりもする。仲間から外されないためにキャラを演じたりもする。

表現の自由を確保し、おかしいことをおかしいということができる関係を作り、学校がいじめの論理と

は違った、人間の尊厳と表現の自由、暴力を取り押さえる正義の空間へと組み替えることが不可欠。

第三に、コミュニケーション過程は道徳的実践の過程。一人ひとりの思いを引き出し、人間が生きら

れる空間を作り出す日常的な他者との話し合い、子ども同士の、生徒と教師の、言葉による理解と了解

の世界をどう創り出すか――暴力とは異なる人間的力の発見――、コミュニケーションによって他者へ

働きかける方法と力量を獲得させることが、日常的な道徳教育実践。

第四に、政治こそ、人類の共同性を実現する社会的正義探求の過程であり、方法でもある。今どんな

社会課題があり、矛盾があり、社会をどう変えていくことが必要か、そこでの社会的正義とは何かを、

教科――特に社会科等――で考えるということが、道徳性を探究していく重要な学びとなる。教科の科

学の論理を通した社会的正義の探求は、道徳性探求の重要な一環。

それらの方法を磨き、道徳の教科化の危うい展開に対抗することが必要になっている。

（五）｢政治｣を子ども、若者の内側、生活から立ち上げる

（１）｢政治教育｣を外から与えれば、内から政治が立ち上がるのか？
・教職課程教育の困難──政治を内から立ち上げていない教師が、子どもの中に政治を立ち上げると言
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うことのイメージがつかめない

◇ブラックバイトの問題。

◇正規雇用と非正規雇用の差別が広範に存在している実態をどう見るか、働く５人に一人がワーキングプアに陥

っている雇用差別の現実をどう考え、そういう事態にどう対処する必要があるのかを考えることも、高校生にと

っては切実な問題。

◇授業料問題は、高校生にとって、切実な問題になっている。

◇大学進学に当たっては、高額の授業料の負担は、大変大きな問題である。

◇男女平等の問題もまた、切実な問題。

⇒｢自己責任｣として困難を個人化する圧力が、そういう認識の展開を妨げている

政治学習は、政治に対する要求を形成することと一体のものとして進められることで、主権者を育てることへと

繋がっていく。そこにどういう政治的要求が形成されるかというその価値方向自体を直接教師が統制してはなら

ないだろう。しかし、人権や労働権の発展という価値方向が貫かれなければならないことは、公教育の性格から

いって、不可避のことであろう。そこに教師の探求と生徒自身の探求とが深く結び合い、共同し､励まし合い、信

頼を高め合っていく必然性がある。

改めて確認しておこう。これらの学習においては、生徒の生活自体から政治が立ち上がっていくのである。与

えられた政治についての知識から政治が立ち上がっていくのではない。もちろん、生徒の生活やそのなかにある

困難を意識化するために、知識や教育内容がしっかりと準備されなければならない。しかし課題は知識として外

から与えられるのではない。生徒の生活自体に、課題が内在しており、教育はそれを意識化する作用として進め

られ、生徒の学習が自らそれを意識化していく営みとして遂行されていくのである。政治教育の試みは、まず何

よりも、このような方法によって、生徒自身の中から「政治」を立ち上げ、要求を育て、主権者を生徒の中に生

み出す教育に取り組まなければならない。

（２）｢生活｣の中に展開しているミクロポリティックスを読み解き切り拓く
１）いじめの空間──激しいミクロポリティックスが展開

（竹内常一『教育を変える 暴力を越えて平和の地平へ』桜井書店、2000年、『いまなぜ教育基本法か』
桜井書店、2006年参照）。

⇒そのような政治の中では、人権や表現の自由が奪われている。そして、居場所を獲得する激しい「たたかい」

が展開されており、時としてそれは自殺をも引き起こすほどに、被害者をさいなみ、苦しめ、自由を奪い、ある

いは辱め、人間としての受忍の限度を超える苦しみをもたらしている。しかしそれでも他者の助けを求められな

いような孤立と無力化の力学をもたらしている。それはいじめがつくり出す権力的な支配構造によって生み出さ

れている。しかもそういう支配構造は、ごく限られたいじめ空間を支配しているだけではなく、いじめの四層構

造というようなメカニズムを通して、子どもたちが生きる生活空間に広く力を及ぼしている。あるいはいじめは、

まるで権力ゲームとして、波のようにして子どもたちの間に広がり、子ども世界をとらえてもいく。

２）その空間の力学

第一に、理不尽きわまりない暴力を含んだ支配と被支配。その恐れが、いじめられないための戦

略を脅迫的に実施するようにしむける。人権の主張は、意味ないものとして断念され、自分の尊

厳を支えてくれる他者、信頼可能な他者が見えなくなる。

第二に、人権や人間の尊厳という正義の感覚が無残に破壊されていく。大人は、教師は、憲法が

大切だと「教える」が、子ども世界のヒドゥン・カリキュラムが、タテマエとしての人権教育、

憲法教育をあざ笑い、空洞化していく。大人=教師への信頼も､さらにまた大人社会への信頼や
希望もまた消えていく。

第三に、そこに生み出される自分の生活は、常に不安に脅かされ、自由を奪われつつ、この政治

空間の力学にあわせ、自己を演じることへと集中されていく。表現行為は、居場所を確保するた

めの「優しさの技法」（土井隆義）や、支配的な権力への「従順と共感」の意を表明する行為へ

と置き換えられていく。正義を探究すること、人間としての最も誇りに満ちた自己実現という生

き方は閉ざされ断念される。

第四に、自治や民主主義をともに実現し、人間の真理や正義を探求する意欲や情熱に信頼しつつ、

共に生きていく共同をつくり出す「政治」があること、それを自分たちの話し合いの中から立ち
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上げていく主権者としての意欲も、その力への信頼も失う。自治、民主主義、政治参加の方法と

価値についての信頼が失われていく。

⇒子どもの世界に政治を立ち上げるということ──このいじめの力学を取りさえ、その力学とは異なる

憲法的正義を価値として、互いに人間の尊厳を実現し合うために共同する関係性を創る営み、すなわち

人間的正義の方法により政治を立ち上げることが、どれほどに切実で重要な取り組みであるかがわかる。

政治を、子ども自身の中に立ち上げること、すなわち、日々を人間的に、自己の尊厳の自覚の中に生き

ようとする子どもの内部から政治を立ち上げていくこととなるのではないだろうか。そしてそうである

とするならば、今はまさに、子どもの生死にかかわる切実性､緊急性において、政治教育、主権者教育

が、子ども自身に切望されている時なのである。

３）価値の争奪戦──日常生活がそういう価値の争奪戦、対抗の場

⇒ PDCAの提起する｢価値｣と｢規範｣に従って生きるか自己が紡ぎ出した価値を生きるかの対抗戦
｢声を上げる民主主義」が私たちの価値を立ち上げる方法

〇「生政治」というか、目標管理社会、評価社会という中では、自分の感じている違和感、生きら

れないという身体感覚とでも言えるものを、声にしてあげる民主主義が絶対に必要となっている。

今日において必要な民主主義は、一人ひとりがもっている生活の実感と思いそのものが重要な意味

を持っているということを承認し、それを声にし、そこに共感しあい、それがなぜ起こっているか

ということを、お互いに解明していくような連帯をつくり出すものであることが求められているの

です。そのことにおいて本当に一人ひとりが尊重されなければならない。

４）「自己責任」への社会問題、政治責任、政府責任の転換

①「自己責任」意識は、社会を対象化する認識探求のベクトルを塞ぎ、問題の「根源」としての自

己の弱さ、「力不足」へ原因を焦点化し、その｢弱さ｣を理由とした「差別」を受け入れさせる認識

（力不足、努力不足､親の努力不足等々）への圧力と働く。

②「自己責任」意識は、その社会の人権の水準は、それを維持する社会的規範､システムとして維

持されているという認識を押し隠す。基本的人権の保障、生存権保障、富の再配分システムとして

の税と福祉システム、資本主義のリスクに対する福祉制度、等々が社会的正義、憲法的正義として

存在しているという社会認識を「取り払う」。

③市場というプリミティブな原初状態の中で平等なスタートラインから競争に参加して、その結果

として格差が生まれるという､「自然状態」の延長に現代を説明する「現代社会像」と一体のもの

として、自己責任社会像がある。

④したがって、自己の不幸と困難は、自分の「汚点」であり「正当な報い」であり、隠すべきもの、

自己のプライドを傷つけるものとして認識されている。加えて「いじめ」体験などでその「弱さ」

が攻撃と嘲笑を引き起こしてきたという体験が重ねられてきた。そのため、個人の困難はますます

個人化され、｢社会化｣を妨げられる。

⇒困難の「社会化」の認識回路――現代社会認識の回路――はしたがって以下の要素を

不可欠とする。

①｢困難｣の表現とその共有――困難への共感と共有

②人間としての自己の尊厳への共感と相互承認――他者への信頼と協同への期待

③｢困難｣の社会的原因と権利剥奪という認識の獲得、形成

④自分の存在の歴史的性格、社会的規定性を解き明かす社会認識 ⇒ 現代認識へ

５）新たな表現と民主主義の構築を

（１）「表現」抑圧のメカニズム

（２）ジュディス・ハーマン『心的外傷と回復』みすず書房

（３）知識を獲得する学習から、自己の尊厳に立脚した学習へ

◇思考の土台に自分の身体をも含む感覚――世界と応答する自分の感覚、違和感、等々――をすえることという
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学習論の構築。自分の感覚や思いを位置づけることができること、それを価値の出発点において思考を展開でき

ること、自分という固有の存在が生み出す感覚と思いをかけがえのない価値の源泉として、その意味を見出し、

明らかにしていくこと、それが自分という固有の存在のかけがえのなさ、固有性、尊厳を実感する学びの出発点

になるのではないか。別の言い方では要するに判断基準を自分の中から立ち上げること。それが利己主義に陥る

ことなく、普遍につながる仕組みをあわせて、学習と人間の尊厳とを統一すること、それを考えてみたい。

（４）「表現」が新たな世界を構築する──生きようとする思いの共有

（六）憲法学習の方法論──「憲法改正論争事態」下の公教育

（１）それに照らして｢正解｣が判断できる外的｢正解｣基準としての「知」

①主権者の知につながらない

②現代を認識していく知としての構造的規範性（価値性）を持っていない

③｢思想｣としての構造を持っていない──判断力､また自己への規範力としての質をもっていない
．．．．．．．．．．．．．

・私の｢思想｣｣規定

１）１＋１＝２として判断できない問題についての価値的選択・判断基準

２）知識、生活感情、経験、目的、認識方法等々の統合として形成された価

値的判断体系としての思考

３）他者に説明可能で、公共的議論の場で応答責任を担いうる構造を持った

体系的な価値的判断体系としての思考

◍ すなわち「思想」とは、認識の構造を指すもので、現実の「思想」がそれ固有の価値観を内在させ

ているとしても、ここで形成の目的とされている認識の構造としての「思想」とは、その価値方向を問

わないものである。しかしそれはそのなかに価値判断力を内在させることができる構造をもっているも

のということを示している。

◍ 学生の反応

①思想を持つと怖い。

②研究者、思想家にはならないので必要ない。

③どの思想がいいのかわからない。⇔思想は「知識」としてのみ記憶されている。

（２）その背景としての受験学力、受験｢知｣

◍「受験学力」の「知」の構造――「思想」という構造を立ち上げない

１）与えられた問題を解くための知⇔自らの課題の発展を伴わない知

２）競争の磁場で学習意欲が喚起される知⇔知の探求それ自身に意欲が依拠した知

３）唯一の｢正解｣に必ず到達する知⇔多様な価値に対する判断力を持たない知の構造

４）すでに｢発見済み｣の知を記憶して獲得する知⇔真理発見の主体を形成する学習

５）「手続き」による知への接近⇔科学の方法の習得による真理発見力の獲得

６）間違いを許さない応答空間=教室⇔試行錯誤(間違い）の集積の中で到達する知
（３）政治的中立性と真理探求の自由

（４）「立憲主義」とは何か

（５）「アクティブ・ラーニング」について（資料参照）

以上


