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「健康教育」について「問い」、考えを少 しでも

深めることをこの文章を書 く私の課題 としたい。

私は、教育心理学の立場から「教育」、「授業」 と

「人間」を主題 として研究 し、「学問」 してきた者

である。 しか し、健康教育を主題 として論 じるの

は、これが初めてのことである。つまり、健康教

育と健康教育学について全 く無知な素人であると

いってよい。が、お誘いを受けて初めは迷ったが、

敢えてお引き受けしてこの文章を書 くことにした。

私はここで、無知から生まれる私の盲目の大胆さ

を積極的に生か してみたい、 と思 う。恐れを知ら

ぬ素人のエッセイが、専門の方々にも示唆すると

ころがあることが稀にある。そのような饒倖を願

って、以下の省察を試みる。

まず、「健康教育」は「教育」 という人間の営

みの一領域 をなす、 としてよいであろう。「教育

を学問する」ことを学んできた私ゆえ、「健康『教

育』を学問する」ことは許されよう。ここで、「学

問する」 とは、「学ぶ ことを問う」を繰 り返 し深
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め ることであ り、「間うことを学ぶ」を繰 り返 し

深めることである。 したがって、ここでの「健康

『教育』を学問する」 とは、「健康 『教育』」を「学

ぶことを問うこと」 と「問うことを学ぶこと」を

繰 り返 し深めることである。

ところで、「健康教育」について無知なる私が、

上記の意味で「学問する」のであるから、ここで

の「学問する」を、ひとまず「健康 『教育』を問

う」ことに限定するのが賢い選択 というものであ

ろう。

まず、教育 とは「共育」である。「共に育ちま

しょう」(芦田恵之助)と 呼びかけて、「古い世界」

に生 きている人間をその世界から導き出し、「新

しい世界」に導 き入れる生の営み、それが教育

(EDUCATION:educare/educere)で ある。では

健康「教育」において、その「古い世界」とは何

か、また、「新 しい世界」とは何か。言い換えれ

ば、健康教育という教育の営みによって共に育ち

つつ、そこから抜け出すべき「古い世界」とは、

そして、そこに入って行って住み込むべき「新し

い世界」とは、それぞれ何であろうか。

健康「教育」とは何か

健康教育を学問する



教育の営みの目指す ところは、はじめ先覚 (教

育者/先生/師匠)に よって古い旧世界から導 き

出され、新 しい新世界に導き入れられた後覚 (被

教育者/生徒/弟子)が、 もはやその先覚を必要

としなくなるまで育つことにある。言い換えれば、

後覚が先党を必要 としない程の自立に到達 し解放

されることにある (吉田章宏著『教育の方法』放

送大学教育振興会、1991年、185ページ)。

「健康 とは何か」 という問いは、健康教育の分

野では、おそらく、繰 り返 し詳 しく論 じられてき

たに違いない。ここでは、素人らしく、素朴に、

「健やかで康 らかなこと」 としておこう。

さて、以上から、さまざまな人間によって生 き

られているさまざまな世界の間の移 り行きとして、

「健康教育」を考えることができる。

第一に、健康教育は「『健康』とは何か」を教え

ることである、 とする理解 もあるに違いない。こ

の理解によれば、健康教育は「『健康』とは何か」

を知らない古い「無知の世界」から、「『健康』 と

は何か」、「『健康である』とは」を知る新 しい「知の

の世界」へ と共に育つことである、 ということに

なる。 もっとも、このとき「知る」 とは一体 どう

いうことかがただちに問題 となるが、ここではこ

の問題は保留 してお く。

さて、第二に、健康教育は「健康は価値だ」 と

いうことを教えることである、 とする理角翠もあり

うるだろう。この理解では、健康教育は「健康な

ど価値がない、健康の価値に気づかない、健康 を

疎かにし大切にしない」旧世界か ら、「健康の価

値に気づ き、健康 を大切にし尊ぶ」新世界に共に

育つこと、 ということになる。では、この教育に

「不健康」を価値 とする世界、反価値の世界、例

えば、退廃的耽美の世界、悪の世界など、につい

ても、少なくとも「知」 としては学ぶことが含ま

れるかどうか、 をも間うことができよう。

第二に、健康教育は「健康になる/である」こ

とを教えることである、とする理解 もあるに違い

ない。この理解によれば、健康教育 |二
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共に育つことである、ということになるc

第四に、健康教育は「健康を保つ」ことを教え

ることである、とする理解もありうる。この理解

では、健康教育は「健康ではあっても、それが失

われる恐れのある不安定な」旧世界から、「いま

既にある健康が失われる恐れがより少ない安定し

た」新世界へと共に育つこと、となろう。

第五に、「健康教育」は以上のすべてを総合し

ている、という理角翠もありうるであろう8

健康教育の第一次的意義は、「健康」に関する

知 (識 )を 身につけること、「知る」ことにあるの

であろうか。あるいは、健康「に生きる」こと、

つまり、「健康になる/である/を保つ」ことに

あるのであろうか。教育実践においては、知行合

一、言行一致ということが常に問われうる。健康

教育の実践においては、このことは特に顕者とな

ることが想像される。俗に「医者の不養生」と言

う。医者ならばたとえ自らが不養生であっても、

病者を癒すことにおいて優れているならば、やは

りそれは優れた医者であると言いうるであろう。

だが、健康教育の先覚が自らは「不健康に生きて」、

なお、その先覚であると称することは果たしてで

きるであろうか。それができる場合とは、自らの

健康不健康 とはかかわりなく、「健康」を知 (識 )

として説くことにおいて先覚であることが認めら

れる場合のみに限るのではないだろうか。そして、

もし、健康教育において教えられるべきことが「健

康に生きる」ことであるとする場合には、健康教

育の先覚たる者、「健康に生きる」姿の範を自ら

垂れつつ生きなければならない、ということ|こ な

健康を殊口る」と「生きる」



るであろう。

健康教育において自らの説き知らせていること

が「健康に生きる」ことに導 くということを後覚

に確信させるには、その説 くところを垂範 し実践

し、生きてみせて、自らが「健康に生きている」

ことを如実に後覚に示さねばならないであろう。

こうして健康教育においては、知行合一、言行一

致が、他の教育におけるよりも一層厳 しく求めら

れることになるであろう。知 (識 )だけに留まり、

「健康に生きる」ことを実現する力が極めて乏し

い健康教育は、そもそも何のための健康教育か、

が問われることになるであろう。

だが、「健康に生 きる」とはそもそもどういう

ことであろうか。そこで、多くの「問い」が続々

と現れてくる。「健康に生 きる」という状態は果

たして一様なのであろうか、それとも多様なので

あろうか。人間は生まれると同時に死に向かい始

める。育つとは少しずつ老いることでもある。 し

てみると、同じ「健康に生きる」ということでも、

乳幼児の場合、少年少女の場合、青年、壮年の場

合、そして老年の場合で、その具体的な姿が全く

同じであろうはずがない。

では、それぞれの場合の「健康に生きる」姿は

いかなるものであろうか。また、一生一度も病い

を経験しないという人は稀である。「病いを生き

る」ことにおいて、「健康に生 きる」ことは可能

であろうか。「病いを生 きる」ことと「健康に生

きる」こととは、一見全く矛盾していることのよ

うにも思われる。しかし、同じ病いを生きるにも、

「健康に生きる」のと「不健康に生きる」のとが

あるようにも思われてくる。例えば、病を天から

授かった休養の期間と受け入れて、医者の忠告に

忠実に従って生きるのと、病の宣告によって自暴

自棄となり、暴飲に明け暮れて生きるのとを考え
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ればよい。また、少なくとも病者本人の立場から

見た場合、全く同じ身体状態でも、それを健康と

も不健康ともとらえることは可能であろう。同じ

血圧の身体状態でも、病いに罹 り始めている場合

には不健康 と思われ、病いから癒えつつある場合

には健康と思われる、ということがあるのではな

いか。人は、そうした歴史的時間の中で生きてい

るからである。「健康に生 きる」ということが、

その時点における特定の身体状態のみをいうので

はないことはここからも明らかであろう。同じ身

体状態にあっても、「健康に生 きる」ことも「不

健康に生きる」ことも有 りうる、ということにな

る。そして、「死」においてさえも、「健康な死」

と「不健康な死」があるものと思われる。「大往

生」とは「健康な死」だといってもよい。

そこで仮にもし、いわゆる「健康優良児」の姿

のみが「健康に生きる」子どものそれであるとさ

れ、それ以外の姿は、すべて幾分なりとも「不健

康」な姿だと理解されるとしよう。すると、その

ような「健康」な姿のみを目指す健康教育は、「不

健康」であらざるをえない多くの子どもや多くの

人々の「生きる」にとっては直接のかかわりの少

ない教育だ、ということになってしまう。 してみ

ると、それぞれ異なる生を享けている人間ひとり

ひとりにおいて、お互いに異なるはずのそれぞれ

の「健康に生きる」とは何かが、それぞれの生に

即 して具体的に明らかにされねばならない。

ある人が「健康に生 きている」かどうかを判断

しうるのは、誰なのであろうか。医師であろうか、

教師であろうか、あるいは本人であろうか。例え

ば仮に、私が医師により身体的な健康状態が悪い

と診断あるいは宣告されたとする。これを私がど

う受けJ上 めるか。

私が、医師の診断や宣告をどのように受け止め

健康に生きる

私が「健康に生きる」



るかは、私が私の生をそれまでどのように意味づ

けて来ているかによって左右 されるように思われ

る。いや、医師の診断や宣告を契機 として、それ

まで私が私の生をどのように意味づけてきたかが

露わになって くる、 といったほうがより適切か も

しれない。仮に末期ガンの宣告をうけたとする。

その時、それを私がどう受け止め、その後の人生

をどう生 きるかには、それまで露わになっていな

かった私の人生観や世界観が、にわかに露呈 して

くるのだ、 ともいえる。

健康教育が、そうした決定的な危機において無

力であるとするなら、それは、まだ、人間の健康

教育としては不十分だということにはならないだ

ろうか。それは健康教育に対する過大な要求であ

ろうか。

以上のように考えてくると、健康の価値を知る

ということも、人の一生の意味を深 く考えるとい

う基盤を抜きにしては、深まらないということに

なるのであろう。なぜなら、我々多くの無自党な

凡人は、健康の価値を健康を失って後初めて悟る

のが常だからである。つまり、人は健康である限

り、健康など殆ど意識しないのが常である。それ

が、少なくとも、生き生きとした健康な子どもの

状態であろう。重い病に冒された子どもには、健

康な子どもには見られない、大人のような悩みの

表情が見られる。健康であることと健康を意識す

ることとは、凡人においては両立 し難い。で、健

康教育が「健康の価値」を「教育=共育」しよう

というのであれば、健康に生きていて、健康の価

値に気づかない、健康を失って後その価値に初め

て気づ くというような無自覚な旧世界から、健康

に生きていながら健康の価値を十分自覚 している

意識的な新世界への移り行きを促す教育であらね

ばならないことになる。そのような意識′性は、そ

今問い直す、健康教育 その 1

の根底においては、自らが生きることの意味につ

いて自党的になることを求めているように思われ

るのである。もっとも、「健康」のことばかり気

に病んでぃる健康についての「脅迫神経症」は、

「健康に生きている」姿とはいえないであろうが。

さて、以上のことは、反価値の世界と健康教育

がどのように対面するか、という問いともかかわ

ってくる。今 日の社会では、「健康に生きる」こ

とを阻害するさまざまな世界がある。例えば、未

成年者にとっての煙草、飲酒のみでなく、麻薬、

売春、多種多様な非行などなど、少なくとも「健

やかに康らかなこと」としての健康に反すると思

われる価値を価値とする不健康世界がある。そし

て、そうした反価値の世界に魅せられて堕ちてい

く多くの青少年がある。健康教育が健康を価値 と

するなら、反価値の世界から自らの身を守るすべ

を身につけた世界に導 くことも、また健康教育の

重要な課題 となるのではないか。それは、反価値

の世界の存在から目を逸らし、目を開ざすのでは

なく、その世界を凝視 しその本質を見極め、それ

とは異なる、健康を価値とする世界を説教されて

止む無 く入る世界としてではなく、真に自らの世

界とすることへと導き入れなくてはならないであ

ろう。これは極めて困難ではあろうが、たいへん

や り甲斐のある大事な仕事だ。

不健康な社会 に

「健康 に生きる」ことの困難

動物に対する健康教育というものがあるとして、

それによって動物自身が自ら「健康になる/であ

る/を 保つ」ようになると仮定してみよう。そう

した想像上の健康教育と、我々がここで間うてい

る「人間の健康教育」とはどこが異なるであろう

か。人間は「ヒト」とも「人」とも異なる「社会

的存在」である。「人間とは『世の中』自身である

と共にまた世の中に於ける『人』である。 したがっ

「健康の価値」を知る
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て『人間』は単なる人でもなければまた単なる社

会でもない」 (和 辻哲郎著 『人間の学 としての倫

理学』岩波全書、21p.)。 また、動物 とは異なっ

て、「人間は現 に与 えられている環境構造のうち

に生きながらも、そこにかつて与えられたことの

ある環境構造や、与えられうる可能な環境構造を

重ね合わせ、それらをたがいに切 り換え、相互表

出の関係におき」、「自分の生 きている環境構造を

それ しかないものとして受けとるのではなく、他

にもありうる環境構造の可能な一つ として捉え、

いわばそこから少 し身を引き離すことができるよ

うになる」 (本田元著『ハイデガーの思想』岩波

新書、1993年、85～ 6p.)。 この「引き離 し」が「超

越」である。

さてそこで、「人間は、不健康 な社会 において

も果たして健康に生きることができるか」 という

問いと、「不健康な社会においては、 どのように

生きることが健康に生きることであるか」 という

問いを問うことができる。これは、人間が社会的

存在であり、人間に超越が可能である、 というこ

とから必然的に生まれる問いである。

もし人間が社会的存在でないならば、「健康に

生 きる人間」の永遠不変の姿 というものがありう

るかもしれない。また、 もし人間に超越 というこ

とが不可能ならば、人間は現前化 している現実に

適応 して生 きていくことだけがそれで完全に「健

康に生 きる」唯一の生 き方であるということにな

りうるであろう。が、それは極めて疑わしい。

例えば、ナチス・ ドイツの体制の下では、青年

の身体的健康、つまり「強靭な肉体」が宣伝され

た。 しか し、社会は病んでいた。ユダヤ人を虐殺

した強制収容所があった (フ ランクル著 霜山徳

爾訳『夜 と霧』みすず書房 )。 収容所を管理した

ドイツ人軍人たちは、極めて健康な「強靭な肉体」

を誇る人々であった。では、それらの人々は「健

康に生きる」人々であったのだろうか。その世界

に平然 と適応 して生 きていける人が「健康に生 き
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る」人の姿であるのだろうか。私は、そうは思わ

ない。むしろ、そこで行なわれている残虐な虐殺

を知ったとき、激 しい嘔吐に見舞われ、病に、例

えば精神病に、陥ることのできる人こそ人間とし

て「健康に生きている」人であったように、私に

は思われてならない。また、意識的に抵抗運動に

参加 した人々こそ、社会的な存在である人間とし

て、「健康 に生 きる」人々であったように思われ

てならない。たとえ、その当時の ドイツ社会では、

おそらく、それが激 しい不適応の極端な姿 として

受け取 られたとしても、である。

それらの人々は、現実社会の病んだ姿を有 りう

る唯一の姿 としてではな く、多様で可能な姿の一

つ としてとらえ、その現実から身を「引き離 し」

「超越 し」 より「健康に生きること」を求めたか

らこそ、苦悩 したのであろう。そして、そのよう

に苦悩 し、病むことこそ「健康に生 きること」な

のではないか。ここには、二重の意味の逆説が現

れて来ている。つまり、不健康な環境においては、

健康に生きることとは不健康に生きることでもあ

る。健康な環境において、健康に生 きることは一

義的となる。

このように考えて くると、今 日の我々の社会は

健康であるか不健康であるかが、ただちに問いと

して現れてくる、であろう。それが健康な社会で

ある、 としよう。そこでは、例えば「登校拒否」、

「拒食症」、「′しヽ身症」は不健康な生 き方の兆候で

ある。だが、 もし、健康に生きていると自らも他

も認めている我々凡人には気がつかない仕方で、

我々の社会が深 く病んでいるとしたら、どうであ

ろうか。すると、見方は逆転することになろう。

そうした不健康な社会においてさえも、「登校拒

否」、「拒食症」、「′しヽ身症」などにもならない人々

こそが、そのようになれない程に「不健康に生き

ている」 ということになる。

少なくとも、ナチス体制の下での悲惨な悲劇の

事例 を′思い起こし、思い比べてみると、現在の日



本社会において、そのような可能性が全くないと

は言い切れないようにも思われてくるのである。

そして、少なくともそうした可能1生 も常に考えて

いる在り方のほうが、そうした可能性に全く思い

及ばないような在 り方よりも、真の意味で「健康

`に生きる」ことではないか、とも思われてくる。

こう考えると、健康教育の在 り方が、社会全体

の健康の在り方と無関係ではありえないことは明

らかだといえよう。

ここで、人間の「健康に生きる」姿が一義的で

はなく、また、社会的にも多様な可能性を持って

いることが納得されたとしてみよう。すると、そ

のように多様な姿を、たとえ「単なる知識」とし

てであれ、あるいは「価値」としてであれ、豊か

な可能1生 として持っていることが、人間が出会う

可能1生 をもつ多様な状況において「健康に生きる」

ための条件として重要である、ということになる

であろう。例えば、病んでも、老いても、たとえ

不健康な社会においても「健康に生きる」ことが

できるため、真の健康教育は多様な「健康に生き

る」姿の具体的なイメージを豊かに備えた世界へ

と導き入れる用意がなければならない。でなけれ

ば、人は自らが現実に「健康優良児」でなくなっ

た途端、極端に「不健康に生きる」ことしかでき

なくなってしまうということになりかねない。や

や逆説的にいえば、健康教育に期待されることは、

「健康になる/である/を保つ」世界へと導き入

れることばかりではなく、さらに、「私」と「世

界」とのどちらがたとえどのように不健康な状態

になろうとも、その状況のなかで、さらに自ら求

めて「健康になる/である/を 保つ」健康な生き

方を自ら発見し倉1造 していく、そういう新 しい世

今問い直す、健康教育 その 1

とである、ともいえるのではな界に導き入れることである、ともいえるのではな

かろうか。

そのような豊かなイメージは、芸術の世界、こ

とに文学の世界に創造され続けてきている。で、

文学芸術から学び、健康教育における「健康に生

きる」のイメージを更に豊かにしていくという道

もまた開かれているように思われる。そして、芸

術の世界には健康な世界ばかりでなく、これまで

述べてきたような、反価値の世界、不健康な社会

の中での健康の世界、など、人間のあらゆる可能

な姿が描かれてお り、「健康教育」がその視野に

収めるべき「健康に生きる」人間のさまざまな姿

が豊かに描かれている。「健康に生 きる」人間の

姿を求めて、文学や芸術に学ぶ健康教育実践者あ

るいは研究者が出てもよいのではないか。

「生 きがい」 (神 谷美恵子著『生きがいについ

て』みすず書房)を 失ってなお、「健康に生きる」

ことが可能であろうか。いや、むしろ「健康に生

きる」ということの中核には、「生 きがい」とい

うことがあるように、私には思われてならない。

例えば、「生きがい」を保ち続けた末期ガン患者

が、そうではない患者に比べて、したたかに生き

ながらえるというような話を聞くたびに、人間の

生命力の不思議さに打たれるとともに、「生きが

い」の大切さを改めて思うのである。自らの健康

を保とうとする根本の動機には、「生きがい」を

実現 し維持 したいという′じヽがあるものと思われる。

人間の「生きがい」への深い洞察なしには、健康

教育は浅薄なものにならざるをえないであろう。

健康教育と健康教育学について無知な素人の戯

言が、専門の方々にとって何らかのヒントとなる

という住倖を祈って、この省察を終えるとする。

東京都文京区本郷73-1 東京大学教育学部学校教育学科》
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