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<記念六演>
鮫育の原点]こたち議ヽ見って
歩毯だそう

遺 曲 書

これは4,5年前からの1頭著な傾 向です

が,最近,と くに新聞や雑:隷,あるレ、はテレ

ビやラジオ,こ うぃぅマスコミで教育問題が

たいへん大きくとり上げられるようになって

います。

昨年の25国大会からちょうど1年間。この

間にいままでになかったようないろいろ新し

い性格をもった事件が起こっています。たと

えば中学生が同級生を殺してしまった,ある

いはある高校生が家庭の中で暴力を振うため

に,父親が手に負えなくなって殺してしまっ

た。そしてその母親が自殺してしまったとい

うような痛ましい事件が起こっている。いま

までこういう種類の事件はなかったょうに思

います。つまりそういう数がふえただけでは

なくて,性格の非常に違った事件が 1年の間

に起こっている。来年までの 1年間にまた新

しい性格の事件が起こる可能性が多分にある

と思います。日本はいろんな点でアメリカで

起こったことが4, 5年たつとまた日本で迫
いかけて起こってくる傾向がありますが,ア
メリカでたしか高校生が授業の最中に,点数
のことに不満を持って先生をビストルで殺し

てしまったという事件があ 1)ま した。こうい

う事件まで1日 本で1起こるとは言いませんが,

ただ,いろんな点でアメリカのあと追いをし

ているという日本の傾向からいうと,これに

類したことが起こらないとは限らない。

こういうことを一番よく知つているのは,

たくさん情報を持っている文部省で,特にそ

の高官たちは,こ ういうことにたいへん危機:

感を持っているということを私は聞いたこと

があります。それに対する対策はあるかとい

うと,ど うもない。今度の高等学校の学習指

導要領には,学校側の自由裁量の余地をかな

り大幅に広げた部面を持っております。これ

はいまキャッチプレーズになっている “ゆと

り"と いうことのあらわれとも考えられます

が,少し意地悪い見方をするならば,自信を

失って現場にゲタを預けて,あ る程度責任回

避をしたんではないか。こういうことも考え

られる。53年の学習指導要領改訂で “もう現

場の好きなようにやりなさい"と 言 った以

上,何が起こっても文部省はあまり責任がな

い,現場の責任だというようなことを言い出

すのではないか。

昨年の12月 ,私は家永教科書裁判の証人に

なって,法廷でいろいろ現在の教科書政策に

ついての批判を述べたのですが,そのときに

文部省側の私に対する反対質問というのは,

文部省の教育政策には誤りがないんだ,現」場。

の教師が力不足か,あるいは考え方が間違っ

ているために学力低下あるいは落ちこぼれが

できているんだと,こ ういう趣旨で一貫して



いました。これはいま始まったことではなく

て,明治以来常にそうであった。昭和10年に

算数の新しい教科書,今日「 I:験表紙」といわ

れている教科書ができたとき,こ どもたちの

計算力がきわだって'低下したという批判が現

場から出てきた。そのときも教科1:書 をつくっ

|た責任者は,現場の教師がこの教科書の趣旨

を理解できなかったからそうなったんだと,

答弁をしています。|いつでもこうである。文

部省は決して間違っていないが,現場が趣旨

を理解していない,iあ るいは力不足でこうな
|ったんだといってきた。

今度も数年後にたとえば高校あたりでいま

:よ りはるかに困ったことが起こったときは,

:そ う言って逃げてしまう可能性が多分 にあ

る。特に今度の高校の学習指導要領 の改訂

は,昨年の暮れにきまった大学入試の共通一

次試験と2つで 1本になっている と思 いま
`す

。共通一次試験というのは,全国あ高校在

学生に対して同じ問題|の テストを行なうこと

によって,全国の高校生を 1列に序列づける

という狙いを持っている。いまも確かに高校

の序列なるものがある。たとえば卒業生を何

名東大や京大に送り込んだか,これが高校の

いわゆる序列というものですが,まだ東大と

京大は違った問題でやっている。だからある

程度比較ができない点もあるが,同じ問題で

テストをやれば,これが完全に 1本になって

しまう。つまり全国何十万という高校生を点

数でもって完全に 1列に並べてしまう。そう

ンヽう洒ユいを持っている.

私も長い問大学にいましたが,こ ういうこ

とをやって何か大学側にいいことがあるだろ

うかということを期繰しても, 1つ も考えら

れない。なぜ同じ問題でゃらなくちゃいけな

いのかということがどうしても理 解 で きな

い。つまり得をする人はだれもいない。高校

生はもちろんのこと。尚校生のだれに聞いて

も,こ ういうものがいいという高校生はまず

いないだろう。いやだと言って反井lし てもし

ょうがないから従うんだ,と いう答えしか返

ってこない。先生もこれでたいへん手数がか

かるだけである。

開くところによりますと,まだよく真相が

ゎからないそうですが,10月 ごろになると入

学試験の問題を包んだ非常に大きな荷物が試

験場になる学校に送ってこられて,これは絶

対に漏れてはいけないものだから, 1か所で

も漏れると全国どこもだめになる。だから10

月以降はガー ドマンを雇って警備しなければ

ならないということになっているそうです。

実際に試験場を引き受けたところは,“そ ん

なはずじゃなかった。そんな心配をしなけれ

ばいかぬか"と いうことで,だいぶ恐慌をき

たしているということも聞いています。こん

な苦労をして同じ問題でやる必要がどこにあ

るのか。得をするのは文部省だけである。た

しかに文部官僚は得をするでしょう。まず大

学八試センターという1つの機構ができる。

1鶏樺がふえればお役人のポストがふえる。そ

れからそれだけ予算もふえる。官僚というも

のはポストと予算をふやすことにたいへんな
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清熱と執着を持っている。それがふえれば自

分たちの命も長くなる。発言権も大 き くな

る。

それから,こ のことによって高校以下の｀
日

本の教育内容の統制が可能になってくる。つ

まり共通一次試験の出題傾向によって高校は

左右されてしまう。日本の学校は入学試験に

対して極度に敏感である。そういう体質を持

っている。共通一次試験の出題傾向で教育内

容が大きく規市Sさ れ,共通一〕:短試験の傾向と

対策に追われてしま〕。こういうことが予想

される。そうしておいてだ一方では,かって

にやりなさいといっているから,いわゆる受

験校はおおっびらで受験教育がやれる。そう

でないのはかってにしなさい。何とでもやり

なさいと。

教1育課程審議会の高村象平氏が新間で意見

を述べておられましたが,ホテル学科なんて

いうのは審議会には 1回も話が出たことがな

いのに,それが出てきている,び っ くりし

た, ということを言っておられる。

だから,ある意味では高校ばかりではなく

て,両校以下の教育に対する大きな変化をも

たらす。もちろんこれはわれわれに 1つの方

法と力量があるなら,こ の変化をいいほうに

もっていく可能性も生まれてきたと思うんで

す。かってにやりなさいと言ったから,これ

から大いにかってにやれる。ただし,そのた

めには具体的な授業プランをメ寺っていない

と,それができない。われわれもそういうこ

とを長い間やってきましたが,さ らに一層,

具体的なプランをこれからつくっていく必要

があるのではないかと,思 うのです。

ちょうどこの第26園大会というのは最初の

四半世紀,25回の次ですから,第 2四半世紀

の第 1年であるわけですが,今後われわれは

`∵
んなことをやっていったらいいだろうか。

そういう点について少し私の考えを申し上げ

てみたいと思います。

日本の民間教育運動は戦後間もなく起こっ

て,数教協ももう四半世紀以上たっていま

す。これはあまり外国に例がない。外国の入

に民間教育運動なるものを説明しても,1理解

してもらえない。なぜ「民間」ということば

をつけなくてはならないか。外国,と いつて

も全部とは言いませんが,少なくとも文明国

で日本くらい政治権力が教育をがっちりと統

1制している国はない。われわれはこれになれ

てしまっているから,あたりまえだと思って

いますが,こんなに教育というものを政府が,

統制している国は他にない。だからそういう

ことがわからなければ,民間ということをわ

ざわざつける意味がわからない。そういう政

府の統制以外のところで教育運動をやろうと

いうのが民間教育運重Jであります。だからこ

:れは日本人にしかなかなかわからない。

いままでいろいろな教科,あるいはいろい

ろな教育の場面でそれぞれの団体が生まれて

きた。これは政府があまりにも強い統制力を

持っている日本の教育のやり1方に対する1つ '

の抵抗運動として生まれてきた。いろいろた

くさんの民間教育団・
1本があって,ち ょうどわ

れわれと同じ時期に各地で大会を開いている

ゎけですが,これが四半世紀の間にいろいろ

な成果を生み出している。少なくともこうい

うものがなかったら政府の教育政策はもっと

徹底されて,教育の荒廃は11つ とひどかつた

のではないか。こういう抵抗があったからま

だこの程度に食い止めることができたと思い

ます。これはわれわれ数教協もその一員であ

りますが,ますますこれを大きくしていかな

ければならない。

ただ,いまのように文部省がいろいろな政

策の網をかけている中で,いままでのような

考えではんとうに有効に対抗できるのか。私,
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はかなりそういう点では悲観的であります。
いままでやったことの成果に甘んじていいの

か。私ははっきり言え|ミ 今日までの日本の

民間教育運動は教菌Fの運動であった。 リンカ

ーンのことばをもじって言え!北 教師の,教
師による,教師のための教育運動であったと

思います.はたしてこどもたちのため,ある
いは親たちのための運動になっていたか。私
はどうもそうは言えないのです。っまり,教
師は確かに何十万,何百万という数にのぼり

ますが, 1億の国民からいうとごく少数にす

ぎない。そうぃう国民のための教育運動にな
つていたかというと,必ずしもそうではなか
つた。さっき言ったように,教師の,教師に
よる,教師のための教育運動であったような

気がします。

これをこどものため,あるいはこどもの親
たちのための運動にする。これをしないかぎ
りいまやられてきているいろいろな教育の,

文部省がやろうとしている新しい教育の動き
というものを,ほんとうに国民のものにする
ことのために,これを変えていくことができ
るのか。私は教育運動が」いまいろいろなと
ころに起こっている公害反対とかいろいろな

運動,つまり市民li運動にならない限り,これ

以上発展はできないと思うんです。
これまでの教師Q教 師による,教師のた

めの教育が, 日本人全体のため,特にこども
のため,こ どもの脱たちのための運動になる

ために一番大きな障害は何なのか。その障害
を除かない限り,ど うゃぅても市民運動には

ならない。それは何か。そのために私は特に

教師にとってあまり触れたくない問題に力螺し

なければならない中それは教師とこどもの間
の関係であります。1つまり,教師はこどもに

対して一切の権力を持ってはならないという
こと。残念ながらいまの状態では,教師は非
常に強い権力をこどもに対して持っている。

これはことしの沖縄の日教組の研究集会で出
たのですが,ある工業高校では300名 の入学

者の中で100名 を退学させたとぃぅことが報
告されました。私はその高校の実状を知らな
いからよくわからないのですが:これを原則
的に考えてみますと,これはだれもそういう
点を疑う人はないし,ある場合には “よくや
つた"と いってその高校を英雄視するような

記事さえ出ています。選学させるまでにどん

な手続きがとられたのか。選挙というのは生

徒にとっては非常に大きな処分であると私は

思います。だいたいぃま選学させられた生徒
を受け入れてくれる学校は少ないのです。学

校内の処分とは性格が違う。停学などは学校
の中の処分です。選学というのは生徒を社会
に放り出すことでぁって,決して学校だけの

問題ではない。

これをおとなの場合に比較してみますと,

おとなの場合は裁判です。裁ll電終は必ず弁護
士をつけることができる。それから,:希望に
よっては 3回やり直ナことができる。だが学

校の処分は弁護士がつくのか,っ か な いの

か。おそらくつかないでしょぅ。生徒がたば
こを吸った。それで処分をするというとき,

たとえば友だちを弁護士に雇って法延を開い

て,そ こで適当かどうかということが討議さ

れるかどうか。たゼ、こんされない。 1回 きりで

ある。こういうことはおとなの社会ではあり

得ない。学校ではそれが何のり:,建間もなく行な

われている。生徒は選挙権がないうえに市民

権量持っていないとさえ思える。もちろん法

律上の処分とは違いますが,しかし年の若い

高校生にとっての退学処分は,非常に大きな

ショックだと思 うのです。

それからもう1つ は,お となの裁判の場合

には裁判長は事件の関係者ではない。事件に

関係する人,たとぇば親成に被告がいたら裁

判官は辞退するということになっている。と
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ころが学校の場合は,たいていは裁判をする

教師は事件の当事者である。はたしてほんと

うの公平な裁判ができるのかどうか。学校に

は生徒を一方的に退学させる権利が当然ある

とぃうこと:ま常識になっていますが,はたし

てこれで正しいのかどうか。

退学ということになっても,退学の当事者

の意見を十分述べさせた上での退学 だ った

ら,あ との気持の持ち方はずいぶん変わって

くると思います。なるほどおれは退学させら

れてもしかたがなかったということが,納得

できるほどに公正な手続きで行なわれればま

だいい。ところがいまはそうではない。非常

に一方的である。

これは1つの例ですが,教師は生徒に対し

て非常に大きな権力を持っている。これは先

生は認めたくないかもしらぬけれども,事実

そうである。1こ れはいわゆる退学の対象にな

るようなこどもだけかというと,決してそう

ではない。どの生徒に対してもたいへん大き

な権力を持っている。だれも権力とは思わな

ぃでしょうが,最も簡単に言うならば,点数

をつける権力です。

で,点数というものはこどもたちにいかに

大きな影響を与えるか,つけるほうがあまり

深刻に考えないと思います。私も長い問教師

をやっていて平気で点数をつけていたが,つ

けられるほ1)は非常にこれに影響を受けるら

しい。先だって私は前にいた大学の昭和25年

度の卒業生一一大体その人たちは50以上にな

っていて会社でぃえば重役とか社長になって

いる一―の同窓会に招かれていったことがあ

りますが,そのときにもう会社の重役とか社

長という連中が,私の数学の点が何だという

ことを一生懸命しゃべっているんですね。

“ぼくは60点しかもらえなかった"と か “ぼ

くは90点もらった"と。ぼくはそれで意外で

ぁ、,た。こっちは何の気もなく,つけなけれ

ばぃかぬからつけていたが,そんなことはも

ちろん忘れてしまってい′る。ところが,つけ

られた本人たちはもう60近 くなっても覚えて

いる。これはずいぶん悪いことをしたなと思

いましたが,点数というのはこどもたちにた

いへん大きな影響を与える。そういうことを

っけるほうはあまり気がつかなぃでいる。こ

れが私は一番教師の権力の大きな具体的なあ

らわれだと思うんです。点数がこわいから先

生の言ぅことを聞ぃている子がた くさんい

るぃまた,実際に点数でおどかす先生もかな

りいる。内申書の点を悪くするぞといつて,

言ぅことをきかせる先生もずいぶんいる。

1■ こで私は評価と評点ということを区別し

たい。評価というのは先生が,自分が教えた

ことがどのくらい十分にわかつたか,それを

知って次の授業の参考にする。それはもちろ

ん必要であると思います。しかし,か りにこ

れを評価と言えl£ 点数をつけることを私は

評点と言いたい。つまり評価は必要であるけ

れども,評点は要らないと思ぅ。テストをや,

ったら,生徒の間違ぇたところ1を直して生徒

に返してやればたくさんだと思う。それを80

点とか70点 とか点をつけて返す必要はすこし

もない。つまり評価は必要だが,評点は不必

要である。不必要であるどころか,有害であ

ると思う。このことが混同されている。

点数は数である。数というものは本質上序

列を持っている。70は60よ り大きい。80は70

より大きいo数は一次元的な序列を持ってい

る。だからどんなにしようが,点 をつけた

ら,それはもう序列をつけることである。

もう1つは,数は足し算ができる。これが

教育に利用されると困つたことになる。数:こ

してしまえば足し算が可能になる。国語の点

数と算数の点数を足すことが可能になってく

る。ところが,“足し算をするためにはいろ

んな条件がある。私たちは加法性がなければ
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ならない"と いうようにいろいろな量の条件

をそこでやかましく言っているわけですが,

点数には加法性の証明がない。なぜ算数の点

と国語の点を足すことが可能であるのか,だ

れも証明できない。しかし,それが平気で行

なわれている。これは量の理言i詢からすると全

くおかしなことである。こんな弊害を持つ点

数2い うのはつけないほうがいい。

これははっきり言っておきますが,教師の

おのれの教育効果の測定のために行なうテス

トとは避う。そのためには点数はいらないと

思う。だから点数をやめてしまう。これは何

でもないことのようですが,日本の学校で,

点:':kを全部つけなくなったら,私は学校の性

格はまるで変わってくると思う。容易ならざ

ることだと私は思います。l象んとうはやって

いたことをやらなくなるだけであるから,き
わめて労力は少なくてすむ。先生方が点数を

つけなくなると,たいへん楽になると思う。

もちろん点数をつけなけれ:∴ いまはやりの

アナライザーとか何かは全然意味 が な くな

る。:1女に翻訳しなけれ!∴ ああいうものは全

然意味がなくなる。一卵使えない ことに な

り,ああいうあやしげな道具が全部無効にな

ってしまう。

点数を廃止したらいまの学校にいかなる変

化が起こるだろ:)か,と いうことをわれわれ

みんなで考えたい。私は学校が性格的に一変

するだろうと思います。それは空想とおっし

ゃるかもしれない。日本の学校の現状,それ

を支配している教育思想からすればたしかに

空想である。しかしかやろうとすれば何でも

ないことである。日本の学校から全部評点を

追い出すということになったらどうなるか。

ちょうどガリバ・―旅行記の小人国か大人国ヘ

行ったのと同じようなことが起こるんではな

かろうかと思います。まず優等生と劣等生を

序列づけることが不可能になる。先生は自分

の教え子を点数という眼鏡で見ることがでぎ

なくなる。あれは60点の子だとか80点の子だ

といデことができなくなる。親たちも自分の

こどもが60点の子だとか,点数という眼鏡を

かけて見ることが不可能になってくる。そう

したらこどもたちはどのくらい解放されるか

わからない。文部省が “ゆとり"と いうこと

を言いだしましたが,Iまんとうの意11,長のゆと

りを学校に持ち込むための一番いい方法は,

点数をなくすることである。また,これをな

くさないでおいていくら “ゆとり''なんて言

ったって,こ れは空念仏であると思います。

点とり競争ということを一方で盛んにけしか

けなが:ら “ゆとり"なんて言ったって,全然

意味がない。私はこの点とり]:魔争こそが日本

の学疑教育を荒廃させている,唯一の原因と

は言いませんが,最大の原因だと思います。

この原因を取 り除くと, 日本の学横はまるで

変わってくる。建物などが変わるわけではな

いが,学校そのものの質
・
はまるで変わってく

ると思います。

なぜ高校生や中学生がシンナーを吸ったり

暴走したり万引きしたり,たばこを吸ったり

するのか。それについては新聞などに詳しく

レポー トされております。しかしなぜそうい

うものが起こったかという原因の追求は,i私

から言うと不足している。その原因は実はこ

こにある。つまり点とり競争で負けた子ども

は,自分の未来に対して希望が持 て な くな

る。“おまえは学校の点が悪いから,一 流学

校には入れないぞ。入れなければおまえの将

来はきまったもんだ。知れたもんだ。'こ う

いう雰囲気がある中で点数をつけてやれば,

こどもたちは当然そう考えてくる。人間は希

望をなくし,未来への夢を打ちこわされたと

きに,一番,大切なものを奪われてしまう。そ

ぅいうとき,オー トバイでもとば
lし

た くな
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る。シンナーでも吸って現実を一時的に逃避

したい,そ ういう気になるのは無理からぬ:こ

とだと私は思う。若い者は食べものはちよつ

とぐらい食べなくたって,未来への夢があれ

ば生きていくことができる。いまは食べもの

はふんだんに食べさせているが,一番大切な

夢は奪ってしまう。私は最大の原因がこれだ

と思う。またこれをなくさない限り,どんな

ことをやっても暴走lliCや シンナーはなくなら

ないと思う。

つまり,こ どもたちを1個の人間として見

ることを忘れてしまっている。人間にとって

何が大切か。自分の未来に対する夢を持つこ

と。一方でその一番大切なことを奪っておい

て,他方ではかのものを与えてみても意味が

ない。

いろいうな事態をあまりにも単純化しすぎ

ているという批判が出るかもしれませんが,

私ははっきりこれを言いたい。学校が本来何

をするべきところかということを忘れてしま

った。学校は,そこに通ってくるこどもたちt

すべてを賢くして,じ ようぶにするためにあi

る。それに対して異議のある人はまずないだ

ろう。少なくともたてまえとしてはそうであ

る。しかし,現実はこれから大きく変わって

しまっている。しかしこどもたちを勉強させ

るためには,競争心をあおって点とり競争を

させるようになるのだと,こ う信じている人

は教育の社会にはたくさんいる。競争心のな

いこどもはだめなんだとさえ言っている。:親|

御さんの中には “うちの子はどうも競争心が

ないから,学校で競争心をつけてください"

と言って学校に頼む方もいる。つまりこども

たちを競争させることがこどもを勉強させる

唯一の方法だ,と いう日本の長い間の教育哲

学とうたがってみる必要があるので はない

か ぃ

確か111入間は純争心を持っている。だから

その競争心を手段として使って勉強させ,そ

れによって賢いこどもをつくろうというので

あったかもしれない。しかし,賢 くしようと

いう目標はもはや大部分失われている。多 く

の人に点とり競争で勝つ}こ とが日標になって

いる。最近お医者さんになるための医大に入

学志望者が殺到しています。医大は非常に入

学試験がむずかしくなってきている。最近は

東大とほかの医大を志願して,両方入ると大

体東大に入らないで医大に入るようになって

きている。お医者さんになりたくてしかたが

なくて医大を受ける。それなら話がわかる。

それが,医大を志願する生徒の中には,医者

なんかにはちっともなりたくない,だが,I愛

大はむずかしいから,そ こへ入っていればお

れは秀才だという証明ができるから受ける,

というのがかなりの数にのぼっているそうで

す。これはもはや競争が目的です。そういう

ふうにしてお医者さんになった人にはかかり

たくないもんです。何をされるか わか らな

い。学位論文のために何かの実験道具に使わ、

れるかもわからない。1民っているうちに心臓 1

を取られちゃったということにな りか ね な

い。競争を目的とする教育は,そ ういうとこ

ろまできてしまっている。

これは 1か月ぐらい前でしたか,最近日本

ではマラソンが非常にはやってきている。特
・

に老人のマラソンがはやつてきている。これ

に対して昔のオリンピックのゴールド・メダ

リストの織田幹雄さんが一一私はかつて対談

したことがありますが一一りっばな人だと思.

うんですが,こ ういうことを言 って い る。

“日本人はマラソンをやりだすとすぐ競争 を

、始める。これが非常に危険なのだ'と 。“特

にゴール前で競争をやると,たいへ ん危険

だ"と 。だから織田さんは・ 1人で走れ。く

たびれたら歩けばぃぃ",そ ういうもっ とも

なことを忠告しておられる。日本人はこども
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のときから競争,競争で尻をたたかれている

から,人が走っているとつい競争 した くな

る。条件反射のように熱|く なってくる。これ

はあらゆるところに出ている。初めは健康の

ためにマラソンをi始めたのに,途中で日標が

忘れ られてしまって,1111争に夢中になってい

る。それで命を落とす人もいる。ある意りi長で

はこれくらいばかげたことはない。これは日

本人の悲しい性格響Iを語っていると思う。

確かに競争心をあおると能率は上がる。日

本の支配者はこれをよく知っている。人民は

お互いに競争させると夢中になって競争 し

て,結局おれたちはもうかるんだとほくそ笑

んでいる。会社でも何でもそうなっている。

日本人は人がいいから,それにみんなだまさ

れている。 1人で走うことができない。

こういうことをわれわれは学校の中で変え

ていかなくてはならない。こどもの時代は変

えやすいと思う。もうおとなになった人はど

うしようもないかもしれないが,いまのこど

もたちを他人との競争のために何かをやると

いうこどもにしない教育をしていく必要があ

ると思う。マラソンをやるなら,健康のため

という目的な忘れない, くたびれたら歩けば

いいというこどもをつくっていく必要がある

のではないか。何も無理して一番にならなく

ていい。

それで,これまたあきれたのですが,マラ

ソンをやる人のため|の雑i隷があって,それに

番付が11黄 るんだそうです。そこまでいってし

まっている。なんと日本人は番付が好きなん

だろう。そこまでいっているとは私も気がつ

かなかった。話を聞くと,マラソンにもちゃ

んと全国の順位があるんだそうです。だから

みんな一生懸命その中に入ろうとして,無理

して走るわけです。

日本人をうまく治めるのは非常に簡単だろ

うと思います。日本人どうしを競争させれば

いい。そういうことを支配者たちはよく知っ

ているのではないかと思います。だから,い
まは “1人で走れ"と いう織田さん の忠告

を,も う1度考え直してみる必要があるんで

はないかと思う。

私のように走るのが避い者はどうなるか。

遅いから一生懸命走ろうなど思わない。もと

もと初めから走ろうと思わない。いまそうい

うこどもがいっぱいできている。点とり競争

をやって尻をたたかれても,動かない子がい

っばいいる。どうせ勉強したって 1番にはな

れないのだと思っている。こういう子はどう

しようもない。競争心をあおっても全然刺激

を受けない子もたくさん出|て きている。競争

心がある程度有効であるのは,だれにも勝つ

チャンスが与えられているということです。

ところがいまの学校では,も う劣等生は勝つ

チャンスは全然ないと思われている。こうな

ると,競争心はもうこどもたちを勉強させる

手段としても効力を失っている。

ほんとうは何のために勉強するのか。こど

もたちにと?ては自分が賢くなるこ とで あ,

る。世の中がよく見えることである。未来の

見通しがよくなってくることである。そうい

う授業が行なわれさえすれは こどもは必ず

学ぶことが楽しくなってくる。45分間の授業

なやる前とやったあとで比べてみると,何ら

かの形で自分が進歩した,自分が賢 くなっ

た,り まヽまでわからなかったこどがわかるよ

うになったという実感を持てば,授 :1建 は必ず

おもしろくなってくる。そういう授業を行な

っていきさえすれば,1競争心を刺激すること

なんか不必要であるご

こどもの本体は競争心ではないと私は思う

のです。競争心はおとながあとからつけたも

のである。こどもは決してはじめから競争心

で動くのではない。やることそのものが自1分
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が賢くなるという実感さえ持てl∴ 必ず学校

がおもしろくなる。学ぶことがおもしろくな

ってくる。体育の時間を1回やれl北 自分が

・何かいままでできなかったことができるよう

になる。尻上がりができなかったのが, 1時

:問やればできるようになった。泳げなかった

のが,;試げるようになった。そのことによって

自分が成長したという実感を持てば,それは

ちょっとでもいいから,自分が進歩したとい

う実感を持ちさえすれl鳥 必ず授業がおもし

ろくなる。学校が楽しくなってくる。

学校ぎらいの子がいまたくさんふえている

といわれていますが,そ ういう授業さえやれ

ば学校が楽しくなる。それがもっと徹底すれ

ば,学校のない日曜日がいやだというこども

が出てくる。実際そういうクラスをつくって

いる先生がいます。学校ぎらいどころか,学

1交に行かない日がつまらなくなるというぐら

いにすることは簡単である。日本の現在の教

育が非常に荒廃して,い るというが,これを直

すのは簡単である。毎日こどもたちが学校に

で予くのが楽しみだ,と いう学校をつくる以外

にない。また,それをつくりさえすれ!島 荒

廃の全部とは言えないが,大部分は解消する

だろうと思う、,それは文部大臣とか日教組の

幹部とか,そ ういういわゆるえらい人がやる

のではなくてぃ毎日こどもたちを教えている

先生がやれることである。また,先生しかや

。れないことである。教育政策とか制度ばかり

見ないで,毎日の授業を楽しくするというこ

と, こオЪしかない。

また,こ どもたちがいろいろ,自殺をした

リシンナーを吸ったりするのが多 いのです

が,それを全部学校教育が解決することはで

きないでしょう。家庭が崩壊したということ

ももちろんあります。̀しかし,学校へ行くの

が楽しい,先生に会うのが楽しみだ,友だち

と遊ぶのが楽しみだという状態をつくってい

ったら,自殺などしないと思う。こどもの苦

しみの全部を解決することはttち ろんできな

いにしても,学校は救いになる。自殺したり

するところまでは決していかないと思う。た

とえば高校生の半分以上の生徒がたばこを吸

っている。そしていまの高校はその対策のた

めに頭を悩ませている。一体ほんとうにたば

こを吸いたいから吸っているのか。私にはど

うもそうは思えない。私自身はたばこを吸わ

ないから,同情がないかもしれない。あんな

ものを吸いたいと思ったことは 1回もない。

吸ったこともないものがなぜ吸いたくなるの

か。みんな無理して吸っている。ごほんごほ

んせきをしながら。それを取 り締まるから,

それに対する反抗の姿勢を示すために吸うの

ではないか。だからたばこを吸ったっていい

ということにしたらどうか。かえって吸わな

くなるのではないか。ばかばかしくなる。一

時はふえるかもしれない。先生がおこりもし

ない。学校で祭止されていることをやってい

るこどもが,英雄視される|と いうこともなく

なる。吸う意味が全然なくなる。また,あれ

で法律があるが,法律にしたってもうすでに

全く意味がなくなってきたこそうして,たば

こを吸ってどういう害があるかということを

一つも教えない。ただ法律できまっているか

らぃけない,と言っているだけ。あれが解禁

になったら,高校の先生の苦労は半分ぐらい

なくなるんじゃないか。その取 l,締まりのた

めにたくさんの時間を費やしている。喫煙対

策の職員会がたばこの煙でもうもうとしてい

る (笑),と いうおかしな状態はなくなるの

ではないかと思います。こういうことも 1回

どこかの学校でやってみたらどうかと思う。

おおいに吸えといったら,少なくともいまよ

りふえることはないだろう。

つまり,おもしろいことがないか らで あ

る。勉強というのはおもしろくないものだと
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いうことが,も う1つの常識になっている。

優等生が勉強がおもしろいかというと,優等

生もちっともおもしろくない。実はここに問

題がある。優等生も劣等生もおもしろ くな

い。劣等生がおもしろくないというのはわか

るが,優等生がちっともおもしろくない。そ

れは」[L強の質が主として暗記学問だからであ

る。意味がわからなくてたくさん暗記した者

が優等生になっているだけである。記憶能力

だけが試されている。わからないでも,平気

で暗記できるのが優等生になっている.わか

らないことを暗記するのはおれはいやだとい

うのは,劣等生になる。おれはわからないか

らということにこだわるような生徒は,いま

は学校では落ちこばれてしまう。とにかくわ

からぬことでも平気で暗記すれば点がもらえ

るというので,平気で暗記できるというのが

優等生になってしまっている。

実は優等生と劣黎胃Lと いうものの区別をも

う一度考え直してみる必要があると思う。私

は “できることとわかることは別ものだ"と

いっておりますが,大まかにいっていまは優

等生も劣等生もわからない。できるかできな

いか,つまり,わからないまま何か が で き

る,機械的に計算ができるとか,そ ういうの

が優等生になって,わからないことはおれは

いやだというような佃機の強いのは劣等生に

なっている。そういうように,わかってでき

るという生徒はきわめて少ないだろ うと思

り.

そうなると,これだけこどもたちの遊びを

奪い,楽しみを奪って勉強させて何が得られ

たか。日本人全体の,ものを考える力が非常

に高まったか。全然高まっていないのではな

いか。ある意味でこのくらいばかばかしいこ

とはない。苦労して苦労のしがいがあるなら

まだいいが,苦労して日本人のものを考える

力は低下している, とL′ たらどうなるか。i私

から言うと, 日本の若者たちのものを考える

力は低下している。最近新聞にもよく出てい

ますが,1大学生の中に原始宗教のような宗教:

が広がっている。私は宗数を全面否定するも

のではありません。宗教にはピンからキリま

である。・ところがキリの:よ うの宗教が非常に

広まっている。それを信じると頭の中に変化

が起こって,こぶが出てくるとかい う宗 飲I

が,蕉『 くなかれ大学生の中に高まっている。

大学生ばかりでなくて,大学院の学生にも広

まっている。           ｀

それから,改治的な問題に対する無関心。

ちょっとわれわれから見ると信じられないく

らいです。この間新聞で見ましたが:東大の

五月祭で政治家の中曾根康弘氏と憲法学者の

星野安二郎氏とが対等演説をやったら,中曾・

根氏のほうが圧倒的に賛成者が多かつたとい

うことです。それ:ま立場が違うんだから,ラ韓

の立場は間違っておるかもしらぬがづいまま

での学生だったらともかく,いわゆる世間で

ぃぅエラィ人というものの言うことは,一F8

疑ってかかるだけの懐疑心が若者の中にあっ

た。いいか悪いか知らぬが,エライ人はどこ

かウサンクサイという常識があった。いまは

それすらなくなってしまったvD“中曾根 さん

はェライ人なんだろうが,ど うもうさんくさ

い
け

というセンスがなくなった。これはある

意味ではたいへんおそろしいことです。われ、

われの時代にはイ可かそういうものがあった。

われわれだけではなくて,つい最近まであっ

た。I

若者がそういう具合に,いわゆる世間的に

エライ人の言うことは,一応眉につばをつけ

て聞くというセンスがなくなってきていると

いうこと、は,危険なことだと思う。“どこが

おかしいかわからぬが,おかしいはずだ''ぐ

ら、いに考える若者がいないといけない。とこ

ろがいまの若者はそれすらなくなっている。
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ある意味では素朴になり,純11警 になったのか

もしれない。

最近のいろいろ世間に起こっている政治や

経済,あるいは防衛問題などを見ると,日本

の若者たちの思考力が減退したのではないか

と思われる微候がだいぶあるように思われ

る。これは私の心配のし過ぎかもしれない

が,そうだとしたらそうならないためにわれ

われは何をしたらいいか。やはりこれは学校

教育の中で,小学校から正しい論理でものを

考えていくくせをつけなくてはならない。わ

からないことはわからない,おれはわからぬ

ということをとことんまでがんばるこどもを

つくっていく。わからなくても∫
=先

生が言っ

たとおりに書けば点がもらえるから、書く,と

いうこどもをつくってはだめだろうと思う。

わからないことは書かない,わからないこと

ははっきりわからないというこどもを小学校

からつくっていく。そうして,他人が何を言

おうが,正しいことは正しいとがんばるこど

もを,小学校のうちからつくっていく。

そうしないと,いまの若者,いまの大学生

:の ようになってしまったら,日本は変な方向

にもっていかれるのではなかろうか。ヒット

ラーのような野心家が出てきてだますと,悩

単にだまされてしまう。私はよその大 きな
t国
,アメlリ カとかソ連とか中国は少しぐらい

:間違いをしても,大きいからつぶれないだろ

うと思う。しかし,日本は間違ったことをや

ると,ほんとうに減亡するのではないかとさ

え思う。そのためにはこれからの若者が正し

いものの見方を養っていく。それは決して政

治とか経済だけではなくて,小学校のときの

1算数でも国語でも,やはりそういう基礎から

っくっていかなくてはならない。おかしいも

のはどこまでもおかしい。疑間はどこまでも

疑間として残しておく。先生が言ったからと

ぃってそのとおりにやるのではなくて,先生

がいくらやっても `1わからぬ"と がんばるこ

どもをつくる。

算滋や数学はそういうものには適 して い

る。原理は非1)書に簡単である。おかしいもの

ははっきりおかしいとわかる。そういうこと

をわれわれはやっていく。そ Fiし ていると算

数や数学がおもしろい,考えることがおもし

ろいという生徒にだんだんなっていく。指導

要領に “やれ"と あるからやるのでなくて,

こどもがおもしろいからやるというふうにし

てやる。そして,それは十分に可能 だ とl思

う。もちろんそれを可能にするには,さ っ。き

言ったように点数というものをや めて しま

う。ちょうど授業がおもしろい映画を見るよ

うにしてしまう。I央画を見にいくのは,あれ

は点数をもらうためではない。また,映画を

見たら必ず何か批評を書いて,あ とでテスト

をされたら,だれも行 く人はいないだろうと

思 う。

また,おもしろくなかったらどんどん途中

で出ていってもいい。先生はそこまで徹底し

なくてはならない。“おれの授業がおもしろ

くなかったら出てもいいよ",こ ういう条件

で授業をする覚悟をすべきだ。なかなかそこ

まではいけないかもしれないが。そうすると

その授業の良し悪しが非常によくわかる。

“分たって教室に何人残ったかではっきりわか

る。われわれの研究や実践の方向をその方向

に向けていくということが,私の言う “原点

にかえる"こ とだと思います。
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