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1"5年に、
~最

終講婁iを東京大學で、その題は、
~青

年の日、夢みし学、未だ成らず」だつた.

淑徳の皆さんとC7J出会いを私lま幸せと思う」今ここでの一時間を充実させることが私C7J責任である」演題を『 人間と学問』とし′た,表題を

覚えていただけれ′ば、内容もまた思い出してくださる力、

「人間」について  ~人」は、人の姿を象つています」また、人と人が支えあっている姿だ、と象徴的に解釈することも出来ます。
~間

」は、
~門

」の間に
~日

」が見える形象です。
~F電

」は、内の世界と外C7J世界を区切っている境に属していて、二つの世界をつなぐ道です」開いたり

閉じたりすることで、二つの世界 l・■、繋がったり断ち切られたりしますJ~間」は、
~F]」

を通して、
~日

」 (太場 が出てきて、日の光が射し

てきている光景とも角早釈することができるでしょう」日光の陽射しが、日を射るとすれば、その日寺、
~間

」に気づかないことは出来ないし′ょう,

~間

」を表すのに、これ以上適切なlり命があるか?  ~人間」については、和辻哲郎の考察を借ります」

「学問]について  ~学」は、
~子

どもが真似る姿を形象 |ヒ している」,~駒 は、Waと熱 るヽ。また、礫」とも」L鰤警羊」か LN壁経」

か」
~間

ゴは、外の世界から
~F5」

に向:ナて、つまり、内の世界に向:すて、
~口

を」当てて間う姿でもあろうか,あるい|ま、内G7J世界から、門

を通して、難 )世界に問うている
~口

」の姿を形象fヒ している。そヒ′て、
~学

問」とは、そのようにして、一つの世界から他の世界へと
い
問う」

ことを、他者が、恐らくそc7J学問の先輩あるいは 先生がし′ているのを、
~学

勇句 こと、そして、また、そのように
~学

ぶ」ことをを
~問

う」

ことを、意味 L′ます」 「学問」とlム 「間うを学よ 学ぶを問う」経験のたゆまない積み重ねの営みなのですυ
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人間鋼 が人間世界であるのは、人と人との間に対話があるからだ」というわけです」
~人

間と学問」とは、
~人

と人とが対話をし′て、お互いの問いを学び、お互いの学びを問う、ことを通し′て、人間社会と一人ひとりの人間を、

『人間世剰 にL′て行くこと」の託
~人

と人が、その間で、対話をL′て、問いを学び、学ぶを問う」つまり
~人

間と学問する」ということ,

心理学が人間の (人間が対象でも主体でもある)、 人間による、人間のための「学問」になつて欲しセゝ

≧、磁 olo57:a“ GttЩmピ OfthelⅢnm,bythleh回田L htheh… い潤中心主義の謗り:ま、当面、甘受する)
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こう考えてくると、何を学んでも、心理学C7D~問 し、が生まれ、心理学の
~学

む1が生まれる、したがって、LNy詢 の
~学

問」が生まれ

ることになります。さて、そこで、 To議 aurol・ldh a ttahご S:止dttta… in au・
rlld R釧唸J HOld]囲量け in餞p山 Ofyow
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仏教の華厳経での、

~一

即多、多即一」、 刊薩のな力ゞこ一切を見る」、
~時

間的にいえば―念のな力1こ永遠を見、空間的には一点の中に全世界

を包摂する」という̀書想に繋がっています.

心理学では、心を柔軟にして、物事を多面的に見ること、そして、その多様な可能性を見ること、さらに、物事の分節イヒの無限C7J可能性を

見ることが、大切になってきます。
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始原の
~問

い」を
~学

ぶ」ことが、つまり、出来合いでは無い、最初の
~問

い」を
~学

ぶ」ことが、そして、自らも、そのような
~問

い」

を発することができるようになることが、大事でなのすリ

フッサー仏 E.は、そのことを、L野ば学の起源」H鵬断 1,E.u■ e()igin ofG∞鵬 包v論文で」

授業の研究について  私は、たくさんの学校と大学を経験することになりました。たくさんの大学で、教育を受ける立場と教育を授ける立

場と共に経験した.2歳の僕は、教育心理学の、三本安正先生の講義に動 ■■て、それまで聞いたこともない教育心理学なるものを、一生の

住事に選んだL教育心理の学問を通ヒ′て、世に貢献したいと ¬まざいて」いた。

昭和 3頭1∝0年の東京大學事業式では、全卒業生鋤∞余名を代表して、安田講堂の嬉 卜で、茅誠司総長と対面して、答辞を読み上げる機

会に恵まれた。大学院に進学し、私の中 究は、順調に進むかに見えたりだが、心理学ンヽの私の過大な期待のために、私は挫折した。

そのころ私が知った最新の心理学の認識論的基礎が危ういことに気づいてしまった、のでした。

1964年、ア′メリカ合衆国イリノイ州立イリノイ大学に、フ′レブライト留学生とし′て留学する。日本の世界から、ア.メ リカの世界ごゝ ヨーロ

ノバ諸学の世界へと私は導き測 し́られた。Ph.D。 博士号を取亀

ジャネ (じ ゃ―ね)、 ビエー′レは、LN理学者は何でも̀量でなければならなしⅥ という」

私は
~博

± 6ま力だれ になった,その後、今年で、約慇年になるJでは、どうなった力ゝ

43年経つて、いまは、もつと偉くなったでしょうか,Iまい、
~は

ド畿 よりも少し偉くなった」「な―んちゃつて」」

「学者悲劇」柴田 翔(198,『ゲーテ
~フ

ァウスト」を読む』岩波セミナープックス looノ く`―ジ



学者の
~問

い」;~問いを学ハヽ 学ぶを問う」」磯てを知りたい、だが、知ること|ま出来ないじゃない力ゝ 」仮に
~総

てを知ったとして、そオし

でいったい、どんな意味があるつて云うんだ」」

心理学の研究 時は前後するが、認知心理学 (ビアジェ、ブルーナー、オースベ几う、サイバネティックス (ア シュビ■)、 システム論 ←ヾ ′レ

タランフィーな〕 と唯物論心理学 (ルビンシュテイン)を統合して、現実の教室響 を理論fヒするなどという夢を抱いていた,現実の実践

を知りたいと考え、教授学研究の会の活動に眺び込んだ二教育実践音。斎藤喜博先生に 10年間ついて歩いた,研究者としての貢献の可能性が

どこにあるか、思レ可悩んだ」L減ぽn油騰eは、動 動む錮
・dm饉 鰤 m(学問研究と探究)を区別している」偶然、『生きがいについ

て』に出会い、それを通して、神谷美恵子先生のお仕事と出会った (1974年だつたかと思わ1■る)」 そして、
~現

象学的精神病理学」、ついで、

磁 学」、さらに、
~現

象学的心理学」へと進んできた 1980年、フ′レブライト上級研究員とし′て、岬 与麟理学のDutp釧騰U山 に赴

き、一年を,一冊の本がその
~Fl」

だつた。AⅨ燕Ю働酸多 P平'hdOyぶ aH… 象me.H鋼眸rtmdRont現象学という学問の学びを,

最近は、自らの
~学

問」(問 うを学び、学ぶを聞う)稽 みて、その意味の探究を始めている」

いま、学おtを深ン)たし喘 弊 :bmh脚 品 h諏 ℃■― db E血餞 巖 職 、MぶN…

空海
~秘

密曼茶羅十住心論」空海全集 と 井筒俊彦『意識と本質』岩波文庫

「人間」としての僕の「学問」l■、これからだ、と考えている。

心理学の方法論 プリントのリスト (3-4ベーカ をご覧いただきたい」盛岡で、見知らぬ子どもと笑みを交わすことC7J喜びを学ん規

授業の心理学 授業 (ジュギョウ、ジュゴウ)と は、
~学

問」を集中ヒ′て行う時空の場である。業(ギ ョウ)を授け受け、業(ゴウ)を授け受ける

場である」 <陶 覇護霧制 求道愚童>を執筆公刊予定

董田恵之助 師 の一側 は、恵之助の授業と、賀茂真淵と本居宣長の授業t業と業の授受を描く」

私の言葉  「止揚しよう 甘え 傲慢 無知 怠惰J吉田章宏 作

「井の中の蛙 大海を知らず
｀ されど 井の中を 知る

大和 巨鯨 大海を知る されど 井の中を 知らず」吉田章宏 作
‐
共に育ちまし′ょう」 (董田恵之助の教育遺碑り碑文 :北海道小障市縁4
~謙

虚とはよく見ることです」輔議喜博が武田常夫に贈つた言菊 ,

~謙
虚とはよく聴くことです」J~謙虚とはよく読むことです」, ~よ く味わう」,~よ く触れる」」

~よ
く噛み味わう」,~よ く嗅ぐ」,000(?)

おわりに 皆さんに贈る1壽乳

まず、みんなが「はかせ」になってくださし、

それから、「は力ヽ自 にさらに二つ点を打ってくださし、

これは、「はかせ」にならなくても、

神谷美恵子著「生きがしヽこついて」(タナず書励

をよく読めl工「熱 るかもしれまt ぃヽ

学問をやるなら、本物の「学問」をつくり、「人間」として、

1量のため人のために、生きてくださレゝ

こオ磁ミ、今日戯最終講義のメッセース となる、かな?

静力ヽこ聴いてくださって、謙虚な方 で々すねじありがとう。

言及した文献から

産田恵之助(1%40日 群日9`→『松阪の一側 、同志同行社

井筒俊彦 陣 質と昔割 岩波文庫

エンプリー、L.F・tえ る現象学』ちくま学芸文章

神谷美恵子『生きがしヽこついて』みすず書房

小林秀雄 レ麟彊彗謝 上下 新潮文庫

柴田 翔(198FD)『ゲ_テ
~フ

ァウスト」を読む』岩波書店

中勘助 際 の匙』岩波文章

山之口獲 『山之口貌 詩文集』講談社文芸文庫

ュクスキュール t動 から見た世界』岩波文庫

和辻哲郎(1930『 人間の学としての倫理学』岩波書店
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吉田章宏 著作物 から

古田章宏(19781『授業の研究と心理学』国土新書

古田章宏(198つ『学ぶ と 教える :授業の現象学への道』海鳴社L

古田章宏(1990『子どもと出会う』岩波書店

古田章宏(1999『教育の心理 :一 と多の交響』放送大学教育振興会

古田章宏(1999『 ゆりかごに学ぶ :教育の方法』一童書房

翻訳書 から

オースベル、D.P& ロビンソン、FG。 (1980『教室学習の心理学』松田弥生と共訳、黎明書房

ルビンシュテイン (1981‐ 1986)『一殉■M学の基礎』全4巻、

秋元春朝・秋山道彦・早十二朗・天野清・佐藤芳男・松野豊・古田章宏共訳、明治図書

キーン、E.(1989 開 象学的心理学』宮崎清孝共訳、東京大學出板会
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編著書 から

吉田章宏.・ 田中みどり共編載∝勝  『 コミュニケーションの心理学 :心の探究の方dり |1島書店

共著者 :吉田章宏 ,金沢創・田中みどり・宇f■JII浩 ,大橋靖史・岩井FttL D

上瀬由美子・森津太子・ 卜雁・イづ|1恵・

吉田章宏編C2010 『心に泌みるり飾雲判lり ll島書店

共著者 :吉田章宏・米山実穂・愛甲修子・矢野久美子・丹野志保・岡愛子・E.ジェンドリン他

吉田章宏 発表論文r2001-)

吉田章宏 犠0舵)「′中 究方法論をめぐる省察―心理学の人称性:我、汝、誰彼の心理学―」

『淑徳大学大学院研俳究紀要』第9号,43‐56

吉田章宏 (2003)「心理学研究方法論をめぐる省察 :三心理学の不連続化と連続化の道」

眈 徳大   会学研究科研究紀要』第10t l‐17

吉田章宏 (200鋤 「心理学研究方法論をめぐろ省察 :心理学の多種多様性について」

『叡徳弘書吐蟹¥書輌研究豫腰 』:芽子37号、 149‐165

吉田章宏 鯰00⇒ 「波多野完治と発達研知 、『児童心理学の進歩2002年版』金子書房、339‐ 347

吉田章宏 000め 「『学びのふるさと』の生成 :授業と表現活動の構造と意鳴 、

『いま、学校から 2003』、秋田大学教育文化学部付属小学校 編著、140-175

吉田章宏 9004)「発間の芸術にみる開放性:ある達人教師による実践の三彫難謙勧子明」

眈 危だ静洋開出嶺珊究樺汗惚 』第11亀 1‐34

吉田章宏 崚000「心理学研究方法論をめぐる省察 :多種多様な心理学の統合の可能山
社会学部研究紀要』第器号、219-240

吉田章宏 稔000「匿名性を 駆晏制 の構造 :心理臨床実践報告におけるその意兜

腋 徳い理臨床研剣 倉肝」号1124淑徳大学大学院総舗 耐 究科附属=h床 センター

吉田章宏Q00→「『説明』を誘う発間と開 利 を誘う発問一ある達人教師の授業実践における発間芸術の現象学自切早明―」

随k徳大拳だ邦詭盤痒研究開弼聯醒:』 第12t帥‐開

吉田章宏0009「心理学研究方法論をめぐる省察 :多種多様な心理学の統合は何散必要力可

腋 徳大学社会学部研究紀要』第
"号

、75-95

吉田章宏 鬱00,「匿名化から虚構イレ :ヽ実姜報告の存在理由に即して」

敵 徳さ理臨床研究』第2巻,1‐12 淑徳大学大学院総舗 耐 究科附属心理臨床センター



吉田章宏 Q∝0「心理学研究方法論をめぐる省察 :3理 学の原定式化の再廣説 統合化への 脱鶏諸葬鍵山

財臨野C都誕簿諦剛 嚇 躍 :』 第■ 号、鈴-66

吉田章宏 い CD「心理臨床実践報告における『匿名イ回 の限界と『虚構f回 の必要麟 生の一素描」

腋 徳心理臨床研究』第3巻 1‐18淑徳大学大学院総舗 |卜研究科附属心理臨床センター

吉田章宏 000つ 「統合的な臨床実践学をめざヒ′て こ臨床実践体験と臨床実践理論について」

腋 徳大学大学院総舗 1研究科研究紀要』第 14号、1-43

古田章宏 000つ 「′中 究方法論をめぐる省察 :特定諸方法への偏見を克服ヒ′、統創ヒヘ向う迪

腋 徳た謝総1銘辞ぼ辞田麟資要』第 41号、65-87

吉田章宏 鬱00つ 「実践報告に虚構fヒを活かす可能性について :ク ロッキァ風に」

融 徳い理臨床研剣 第4も 520淑      合替 酬 究科附属ノ    ンター

吉田章宏 (2000「多様化を通じての統創ヒの原理―<RP金おnd野 説RJК)P dtt MOM>原 理の提唱 :′人間の

生きられる世界の多元的多様化と統合化の原理一」『淑徳大学大学院社会学研究科研究紀要』第 15t21‐ 64

吉田章宏 但00⇒ 「心理学研究方法論をめぐる省察 :心理学研究における研究主体と研勉

眈 衡疇総 辞財1時瑠剛す寵要』第盤 号、35-57

吉田章宏 崚00紛 「膿節野は・ `・ 』と書く力ヽ『私は・・・』と書く力Ч

腋 篠こ覗 床研究』第5巻,15-17、 淑徳大学大学院総舗 |卜研究科附属心理臨床センター

吉田章宏 Q∝麟「質白与色理学者への祈り、そし′て、願い :<学び>α)意味と構造を考えつつ、心理学研究者とし′ての1方(皇

の跡を省みて」、日本質的心理学会第5回大会、大会記念企画講演、

轍 鮮 201X l二 11月 30日 (日 )、 13140-15100、 数 繰 25-27

吉田章宏 鬱0")「子どもの学び・教師の学び :本質を考える」教育実践研究、

『教育実践臨末研究 授業研究と教師の成長を結ぶ』藤沢市教育文化センター、7-22

吉田章宏 C2の 畔功をめぐる1動剰ヒと統斜 ヒの旅 :学力のP騨嚇 OlfЪDJ

融 資壁大ぎギリに電封砺計土登き寺封覇F究科研究記要』第 Bf九  1‐28

吉田章宏鬱OC助 「<教育の極意>『共に育ちまヒ′ょう』の教育心理学的考察」

腋 は 嚇 鉛 樹 1時璃剛す寵要』第 43号、71‐95

吉田章宏 俄∝D〕 「多種多様な心理学の多様性と共に生き対処する在り方について :

諸々の心理学の<混沌>√)世界に生きる研究    、教育者/学習者にとつての胸
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