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教育実践臨床研究の視点教育実践臨床研究の視点教育実践臨床研究の視点教育実践臨床研究の視点 ２００８年８月４日２００８年８月４日２００８年８月４日２００８年８月４日

子子子子どものどものどものどもの学学学学びびびび・・・・教師教師教師教師のののの学学学学びびびび：：：：本質本質本質本質をををを考考考考えるえるえるえる

淑徳大学教授淑徳大学教授淑徳大学教授淑徳大学教授・・・・東京大学名誉教授東京大学名誉教授東京大学名誉教授東京大学名誉教授 吉田章宏吉田章宏吉田章宏吉田章宏

ごごごご用意用意用意用意いただいたいただいたいただいたいただいた演題演題演題演題にににに沿沿沿沿ってってってって「「「「子子子子どものどものどものどもの学学学学びびびび」」」」とととと「「「「教師教師教師教師のののの学学学学びびびび」」」」のののの同一同一同一同一とととと差異差異差異差異

をををを考考考考ええええ、、、、子子子子どもとどもとどもとどもと教師教師教師教師のののの間間間間でででで営営営営まれるまれるまれるまれる「「「「教育教育教育教育」」」」のののの深深深深いいいい意味意味意味意味をををを考考考考えますえますえますえます。。。。そのそのそのその意味意味意味意味へへへへ

のののの洞察洞察洞察洞察にににに導導導導かれてかれてかれてかれて、、、、教育実践教育実践教育実践教育実践・・・・研究研究研究研究からからからから生生生生まれたまれたまれたまれた幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの「「「「教育教育教育教育のののの極意極意極意極意」」」」をををを取取取取りりりり上上上上

げてげてげてげて、、、、それらのそれらのそれらのそれらの意味意味意味意味をををを考考考考えてみましょうえてみましょうえてみましょうえてみましょう。。。。

講演講演講演講演レジュメレジュメレジュメレジュメ

人間一人人間一人人間一人人間一人ひとりのひとりのひとりのひとりの「「「「私私私私とととと世界世界世界世界」」」」：：：：世界世界世界世界のののの２２２２分割線分割線分割線分割線、、、、我我我我とととと我以外我以外我以外我以外のののの分割線分割線分割線分割線。。。。現実現実現実現実のののの客客客客

観的世界観的世界観的世界観的世界とととと「「「「生生生生きられたきられたきられたきられた世界世界世界世界」」」」。。。。

「「「「夢夢夢夢のののの世界世界世界世界」」」」：：：：フロイトフロイトフロイトフロイト、、、、ボスボスボスボス、、、、ウスラーウスラーウスラーウスラー、、、、はははは、、、、「「「「我我我我のののの世界世界世界世界」」」」であるであるであるである。。。。

ヘラクレイトスヘラクレイトスヘラクレイトスヘラクレイトス、、、、「「「「起起起起きているきているきているきている人間人間人間人間たちはたちはたちはたちは同同同同じじじじ一一一一つのつのつのつの世界世界世界世界をををを共有共有共有共有しているがしているがしているがしているが、、、、眠眠眠眠れれれれ

ばばばば、、、、人人人人それぞれにこのそれぞれにこのそれぞれにこのそれぞれにこの世界世界世界世界をををを離離離離れてれてれてれて、、、、自分自分自分自分にににに固有固有固有固有のののの世界世界世界世界におもむくにおもむくにおもむくにおもむく」」」」

デモクリトスデモクリトスデモクリトスデモクリトス、、、、「「「「人間人間人間人間―――――――――――― 一一一一つのつのつのつの小型小型小型小型のののの宇宙宇宙宇宙宇宙」」」」。。。。ライプニッツのライプニッツのライプニッツのライプニッツの「「「「モナドモナドモナドモナド」」」」

「「「「私私私私とととと世界世界世界世界」」」」のののの一生一生一生一生をををを通通通通じてのじてのじてのじての変化変化変化変化：：：：それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの一生一生一生一生のののの歴史歴史歴史歴史、、、、時間時間時間時間とととと空間空間空間空間、、、、他者他者他者他者とととと

自己自己自己自己、、、、言語言語言語言語とととと象徴象徴象徴象徴、、、、身体身体身体身体とととと精神精神精神精神、、、、・・・・・・・・・・・・。。。。

「「「「私私私私とととと世界世界世界世界」」」」のののの変化変化変化変化にとってのにとってのにとってのにとっての教育教育教育教育のののの意味意味意味意味。。。。教育教育教育教育にはにはにはには、、、、世界世界世界世界とととと他者他者他者他者そしてそしてそしてそして自己自己自己自己がががが関関関関

わるわるわるわる。。。。 「「「「おのれおのれおのれおのれ自身自身自身自身をををを認識認識認識認識したければしたければしたければしたければ、、、、他人他人他人他人のふるまいをのふるまいをのふるまいをのふるまいを見見見見るがいいるがいいるがいいるがいい、、、、他人他人他人他人をををを理理理理

解解解解したければしたければしたければしたければ、、、、おのれおのれおのれおのれ自身自身自身自身のののの心心心心のののの中中中中をのぞくがいいをのぞくがいいをのぞくがいいをのぞくがいい」Ｆ．」Ｆ．」Ｆ．」Ｆ．シラーシラーシラーシラー。。。。「「「「世界世界世界世界をををを認識認識認識認識しししし

たければたければたければたければ、、、、自分自分自分自分のののの心心心心のののの深深深深みにみにみにみに探探探探せせせせ、、、、自分自身自分自身自分自身自分自身にににに出会出会出会出会いたければいたければいたければいたければ、、、、世界世界世界世界のののの果果果果てまでてまでてまでてまで目目目目

をををを注注注注げげげげ」Ｍ．」Ｍ．」Ｍ．」Ｍ．エンデエンデエンデエンデ。。。。

「「「「教育教育教育教育」」」」のののの営営営営みとそれとはみとそれとはみとそれとはみとそれとは区別区別区別区別されるされるされるされる他他他他のののの営営営営みみみみ：：：：情報伝達情報伝達情報伝達情報伝達、ＰＲ、、ＰＲ、、ＰＲ、、ＰＲ、宣伝宣伝宣伝宣伝、、、、訓練訓練訓練訓練、、、、馴馴馴馴

致致致致などなどなどなど

「「「「見見見見えないものをえないものをえないものをえないものを見見見見えるものにするえるものにするえるものにするえるものにする」」」」サンサンサンサン＝＝＝＝テグジュペリテグジュペリテグジュペリテグジュペリ、、、、メルロメルロメルロメルロ＝＝＝＝ポンティポンティポンティポンティ

本質本質本質本質とはとはとはとは何何何何かかかか

「「「「本質本質本質本質」」」」：：：：「「「「本質本質本質本質だからだからだからだから変変変変わらないわらないわらないわらない（（（（弁証法的唯物論弁証法的唯物論弁証法的唯物論弁証法的唯物論））））。。。。いやいやいやいや、、、、変変変変わらないからわらないからわらないからわらないから本質本質本質本質

だだだだ（（（（現象学現象学現象学現象学））））」」」」。。。。 物事物事物事物事のののの多種多様多種多様多種多様多種多様なななな、、、、現実現実現実現実におけるあるいはにおけるあるいはにおけるあるいはにおけるあるいは想像想像想像想像におけるにおけるにおけるにおける、、、、変化変化変化変化をををを

通通通通してしてしてして、、、、変変変変わらないならばわらないならばわらないならばわらないならば、、、、そのそのそのその物事物事物事物事のののの「「「「本質本質本質本質」」」」とととと見做見做見做見做すにすにすにすに値値値値するするするする可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある。。。。

しかししかししかししかし、、、、ただただただただ変変変変わらないからとわらないからとわらないからとわらないからと言言言言ってってってって、、、、それだけでそれだけでそれだけでそれだけで、、、、「「「「本質本質本質本質であるであるであるである」」」」あるいはあるいはあるいはあるいは「「「「本本本本

質質質質とととと見做見做見做見做すにすにすにすに値値値値するするするする」」」」とはとはとはとは限限限限らないらないらないらない。。。。そもそもそもそもそもそもそもそも、、、、絶絶絶絶えずえずえずえず変変変変わるならばわるならばわるならばわるならば、、、、そのそのそのその物事物事物事物事とととと

関関関関わるわるわるわる我々我々我々我々にとってにとってにとってにとって、、、、「「「「変変変変わらぬわらぬわらぬわらぬ本質本質本質本質であるであるであるである」」」」可能性可能性可能性可能性はははは無無無無くくくく、、、、またまたまたまた、、、、わざわざわざわざわざわざわざわざ「「「「変変変変

わらぬわらぬわらぬわらぬ本質本質本質本質とととと見做見做見做見做してしてしてして」」」」捉捉捉捉えることのえることのえることのえることの積極的積極的積極的積極的なななな意味意味意味意味もももも無無無無いいいい。。。。「「「「本質本質本質本質」」」」とはとはとはとは、、、、千変万千変万千変万千変万

化化化化のののの現実現実現実現実にににに適切適切適切適切にににに対処対処対処対処するためにするためにするためにするために、、、、そのそのそのその千変万化千変万化千変万化千変万化のののの中中中中においてもにおいてもにおいてもにおいても「「「「変変変変わらぬことわらぬことわらぬことわらぬこと」」」」
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しかもしかもしかもしかも、、、、そのそのそのその物事物事物事物事にににに関関関関わるわるわるわる我々我々我々我々にとってにとってにとってにとって「「「「大事大事大事大事なことなことなことなこと」」」」をををを、、、、主題化主題化主題化主題化しししし、、、、浮浮浮浮きききき上上上上がらがらがらがら

せてせてせてせて、、、、将来将来将来将来におけるにおけるにおけるにおける、、、、そのそのそのその物事物事物事物事へのへのへのへの適切適切適切適切なななな対処対処対処対処をををを可能可能可能可能にするためににするためににするためににするために、、、、意識化意識化意識化意識化しししし概念概念概念概念

化化化化しようとするしようとするしようとするしようとする努力努力努力努力からからからから、、、、生生生生まれるものだからだまれるものだからだまれるものだからだまれるものだからだ。。。。

「「「「教育教育教育教育」」」」とはとはとはとは何何何何かかかか：：：：教育教育教育教育のののの本質本質本質本質

「「「「教育教育教育教育」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉のののの字義字義字義字義からからからから考考考考えてみようえてみようえてみようえてみよう。。。。字義字義字義字義はそれぞれのはそれぞれのはそれぞれのはそれぞれの言葉言葉言葉言葉にににに与与与与えられてえられてえられてえられて

いるいるいるいる（（（（所与所与所与所与であるであるであるである））））とととと同時同時同時同時にににに、、、、私私私私たちがそれぞれのたちがそれぞれのたちがそれぞれのたちがそれぞれの言葉言葉言葉言葉にににに与与与与えるえるえるえる（（（（付与付与付与付与するするするする））））ものものものもの

であるであるであるである。。。。言言言言ってみればってみればってみればってみれば、、、、そのそのそのその時々時々時々時々のののの我々我々我々我々にとってにとってにとってにとって、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの言葉言葉言葉言葉のののの意味意味意味意味のののの、、、、過去過去過去過去

（（（（所与所与所与所与であるであるであるである））））、、、、とととと同時同時同時同時にににに、、、、現在現在現在現在とととと未来未来未来未来（（（（付与付与付与付与であるであるであるである））））、、、、なのであるなのであるなのであるなのである。。。。

例例例例えばえばえばえば、、、、「「「「リストラリストラリストラリストラ」」」」＝＝＝＝「「「「馘首馘首馘首馘首」」」」（（（（首切首切首切首切りりりり））））。。。。このこのこのこの語語語語のののの過去過去過去過去はははは、、、、「「「「リストラクチャーリストラクチャーリストラクチャーリストラクチャー

リングリングリングリング」」」」<restructuring><restructuring><restructuring><restructuring> ((((再構造化再構造化再構造化再構造化、、、、構造改革構造改革構造改革構造改革、、、、組織改造組織改造組織改造組織改造、、、、「「「「ペレストロイカペレストロイカペレストロイカペレストロイカ」」」」（（（（ロロロロ

シアシアシアシア語語語語））））))))。。。。それがそれがそれがそれが、、、、それにそれにそれにそれに随伴随伴随伴随伴するするするする人員整理人員整理人員整理人員整理（（（（人員削減人員削減人員削減人員削減））））をををを、、、、直接的直接的直接的直接的にににに「「「「首切首切首切首切りりりり」」」」

とととと生々生々生々生々しくしくしくしく言言言言うことをうことをうことをうことを回避回避回避回避しようとしてしようとしてしようとしてしようとして、、、、婉曲婉曲婉曲婉曲にににに「「「「リストラリストラリストラリストラ」」」」などとなどとなどとなどと、、、、ＧＵＡＭＧＵＡＭＧＵＡＭＧＵＡＭにににに、、、、

表現表現表現表現するにするにするにするに至至至至ったものであろうったものであろうったものであろうったものであろう、、、、とととと私私私私はははは解釈解釈解釈解釈しているしているしているしている。。。。

裏裏裏裏ＧＵＡＭ（ＧＵＡＭ（ＧＵＡＭ（ＧＵＡＭ（「「「「ゴマゴマゴマゴマ擂擂擂擂りりりり、、、、誤魔化誤魔化誤魔化誤魔化しししし、、、、偽装偽装偽装偽装にににに欺瞞欺瞞欺瞞欺瞞、、、、嘘八百嘘八百嘘八百嘘八百にににに、、、、アリバイアリバイアリバイアリバイ造造造造りりりり、、、、挙挙挙挙

句句句句のののの果果果果てはてはてはては、、、、無責任無責任無責任無責任」」」」））））。。。。表表表表ＧＵＡＭ（ＧＵＡＭ（ＧＵＡＭ（ＧＵＡＭ（「「「「頑固頑固頑固頑固でででで愚直愚直愚直愚直なななな頑張頑張頑張頑張りにりにりにりに、、、、憂憂憂憂いにいにいにいに、、、、愛愛愛愛にににに、、、、まままま

ことのことのことのことの心心心心」」」」））））（（（（「「「「まことまことまことまこと」＝「」＝「」＝「」＝「誠誠誠誠、、、、真真真真、、、、実実実実、、、、信信信信、、、、良良良良、、、、睦睦睦睦、、、、節節節節、、、、慎慎慎慎、、、、・・・・・・・・・・・・」」」」））））

人間一人人間一人人間一人人間一人ひとりのひとりのひとりのひとりの世界世界世界世界、、、、「「「「私私私私とととと世界世界世界世界」」」」。。。。VanVanVanVan ManenManenManenManen（（（（教育教育教育教育のののの心理心理心理心理 １８１８１８１８））））。。。。「「「「進歩進歩進歩進歩」」」」（（（（連連連連

続続続続））））とととと「「「「通過儀礼通過儀礼通過儀礼通過儀礼」」」」（（（（不連続不連続不連続不連続））））のののの隠喩隠喩隠喩隠喩BerndBerndBerndBernd JagerJagerJagerJager。。。。寺田寅彦寺田寅彦寺田寅彦寺田寅彦『『『『柿柿柿柿のののの種種種種』』』』岩波文庫岩波文庫岩波文庫岩波文庫（（（（１１１１

１１１１））））。。。。蘆田恵之助蘆田恵之助蘆田恵之助蘆田恵之助「「「「風鈴風鈴風鈴風鈴」」」」のののの言葉言葉言葉言葉。。。。

「「「「人間人間人間人間ひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとり」」」」異異異異なるなるなるなる「「「「私私私私とととと世界世界世界世界」」」」をををを生生生生きているきているきているきている。。。。『『『『人間人間人間人間ひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとり』』』』

人間一人人間一人人間一人人間一人ひとりがひとりがひとりがひとりが、、、、「「「「時間時間時間時間、、、、空間空間空間空間、、、、他者他者他者他者、、、、自己自己自己自己、、、、身体身体身体身体、、、、言葉言葉言葉言葉、、、、象徴象徴象徴象徴、、、、夢夢夢夢（（（（「「「「世界世界世界世界としとしとしとし

てのてのてのての夢夢夢夢」」」」））））、、、、・・・・・・・・・・・・」」」」をををを生生生生きているきているきているきている。。。。「「「「時間時間時間時間、、、、空間空間空間空間、、、、世間世間世間世間、、、、人間人間人間人間」」」」をををを生生生生きているきているきているきている。。。。言言言言いいいい換換換換

えればえればえればえれば、、、、「「「「世界世界世界世界」」」」：：：：「「「「世世世世（（（（過去過去過去過去・・・・現在現在現在現在・・・・未来未来未来未来））））界界界界（（（（上下四方上下四方上下四方上下四方））））」」」」、、、、歴歴歴歴史史史史（（（（過去過去過去過去・・・・現在現在現在現在・・・・未来未来未来未来））））

「「「「生生生生きられたきられたきられたきられた時間時間時間時間」」」」をををを、、、、空間空間空間空間（（（（それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの「「「「生生生生きられたきられたきられたきられた空間空間空間空間」」」」のののの中中中中心心心心にににに位置位置位置位置してしてしてして、、、、

四方八方四方八方四方八方四方八方））））をををを、、、、社会社会社会社会的人間的関的人間的関的人間的関的人間的関係係係係のののの総総総総体体体体をををを、、、、内内内内的歴的歴的歴的歴史史史史（（（（内内内内的生的生的生的生活史活史活史活史））））をををを担担担担ったったったった自自自自分分分分

自身自身自身自身をををを、、、、そしてそしてそしてそして、、、、自自自自分分分分自身自身自身自身のののの身体身体身体身体をををを、、、、ささささらにらにらにらに、、、、自自自自分分分分にとってのにとってのにとってのにとっての「「「「言葉言葉言葉言葉」」」」をををを、、、、自自自自分分分分にににに

とってのとってのとってのとっての「「「「象徴象徴象徴象徴」」」」をををを、、、、自自自自分分分分のののの「「「「夢夢夢夢」」」」とそのとそのとそのとその歴歴歴歴史史史史をををを、、、、・・・・・・・・・・・・生生生生きているきているきているきている。。。。

安永浩安永浩安永浩安永浩((((『『『『精神精神精神精神のののの幾幾幾幾何何何何学学学学』』』』))))のののの図式図式図式図式（（（（eeeeEFfEFfEFfEFf））））のののの、、、、再解釈再解釈再解釈再解釈によるによるによるによる変形借用変形借用変形借用変形借用「「「「eeeeEWwEWwEWwEWw」」」」

「「「「教教教教えるえるえるえる」」」」（（（（鞭鞭鞭鞭でででで強強強強いていていていて覚覚覚覚ええええささささせるせるせるせる））））「「「「育育育育つつつつ」」」」（（（（新新新新しいしいしいしい世界世界世界世界へとへとへとへと生生生生まれまれまれまれ出出出出るるるる））））。。。。

ママママネネネネンンンン（（（（educareeducareeducareeducare////educereeducereeducereeducere））））「「「「旧旧旧旧いいいい世界世界世界世界からからからから導導導導きききき出出出出しししし、、、、新新新新しいしいしいしい世界世界世界世界にににに導導導導きききき入入入入れるれるれるれる」」」」

（（（（educatieducatieducatieducatioooonnnn））））
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「「「「極意極意極意極意」」」」とはとはとはとは何何何何かかかか

「「「「極意極意極意極意」」」」とはとはとはとは何何何何かかかか：：：：「「「「（（（（芸道芸道芸道芸道やややや武道武道武道武道などのなどのなどのなどの））））最最最最もももも深遠深遠深遠深遠なななな意味意味意味意味・・・・秘訣秘訣秘訣秘訣。。。。奥義奥義奥義奥義」」」」英訳英訳英訳英訳：：：：thethethethe

secretssecretssecretssecrets

「「「「奥義奥義奥義奥義」」」」：：：：「「「「学問学問学問学問・・・・芸能芸能芸能芸能・・・・武術武術武術武術などのなどのなどのなどの最最最最もももも大事大事大事大事なななな事柄事柄事柄事柄。。。。最最最最もかんじんなもかんじんなもかんじんなもかんじんな点点点点。。。。」」」」

実例実例実例実例：：：：柳生但馬守宗矩柳生但馬守宗矩柳生但馬守宗矩柳生但馬守宗矩『『『『柳生秘伝書柳生秘伝書柳生秘伝書柳生秘伝書』』』』岩波文庫岩波文庫岩波文庫岩波文庫：：：：「「「「無刀無刀無刀無刀」」」」。。。。宮本武蔵宮本武蔵宮本武蔵宮本武蔵『『『『五輪書五輪書五輪書五輪書』』』』講談講談講談講談

社学術文庫社学術文庫社学術文庫社学術文庫：：：：「「「「観見観見観見観見」」」」。。。。世阿弥世阿弥世阿弥世阿弥『『『『花鏡花鏡花鏡花鏡』』』』：：：：「「「「離見離見離見離見のののの見見見見」」」」。。。。「「「「極意極意極意極意にににに流派流派流派流派はないはないはないはない」」」」沢庵和尚沢庵和尚沢庵和尚沢庵和尚

のののの言葉言葉言葉言葉

極意極意極意極意１１１１：：：：蘆田恵之助蘆田恵之助蘆田恵之助蘆田恵之助「「「「共共共共にににに育育育育ちましょうちましょうちましょうちましょう」」」」。。。。「「「「教育教育教育教育とはとはとはとは共育共育共育共育であるであるであるである」」」」。。。。

「「「「教教教教ええええ育育育育てるてるてるてる」」」」とのとのとのとの理解理解理解理解はははは、、、、妥当妥当妥当妥当であろうであろうであろうであろう。。。。しかししかししかししかし、、、、視野視野視野視野がががが狭狭狭狭くくくく、、、、洞察洞察洞察洞察がががが浅浅浅浅くくくく、、、、展展展展

望望望望がががが短短短短いいいい（（（（視野狭窄視野狭窄視野狭窄視野狭窄、、、、浅薄理解浅薄理解浅薄理解浅薄理解、、、、短期展望短期展望短期展望短期展望））））。。。。そのそのそのその世界世界世界世界からからからから、、、、（（（（広範視野広範視野広範視野広範視野、、、、深層理解深層理解深層理解深層理解、、、、

長期展望長期展望長期展望長期展望））））のののの世界世界世界世界へへへへ「「「「共共共共にににに育育育育ちましょうちましょうちましょうちましょう」」」」。。。。

「「「「子子子子どものどものどものどもの学学学学びびびび」」」」とととと「「「「教師教師教師教師のののの学学学学びびびび」」」」：：：：「「「「共共共共にににに学学学学びましょうびましょうびましょうびましょう」」」」とととと「「「「共共共共にににに育育育育ちましょうちましょうちましょうちましょう」」」」

「「「「学学学学びびびび」」」」はははは「「「「学学学学ぶぶぶぶ」」」」（（（（まなぶまなぶまなぶまなぶ））））のののの名詞化名詞化名詞化名詞化、、、、「「「「真似真似真似真似るるるる」」」」とととと「「「「まなぶまなぶまなぶまなぶ」」」」：：：：＜＜＜＜世界世界世界世界をををを真似真似真似真似るるるる。。。。

他者他者他者他者をををを真似真似真似真似るるるる、、、、他者他者他者他者とはとはとはとは過去過去過去過去・・・・現在現在現在現在・・・・未来未来未来未来のののの自己自己自己自己であるであるであるである。。。。自己自己自己自己をををを、、、、過去過去過去過去・・・・現在現在現在現在・・・・未来未来未来未来のののの

自己自己自己自己をををを、、、、真似真似真似真似るるるる＞＞＞＞

「「「「井井井井のののの中中中中のののの蛙蛙蛙蛙 大海大海大海大海をををを知知知知らずらずらずらず されどされどされどされど 井井井井のののの中中中中をををを知知知知るるるる 大海大海大海大海のののの巨鯨巨鯨巨鯨巨鯨 大海大海大海大海をををを知知知知

るるるる されどされどされどされど 井井井井のののの中中中中をををを知知知知らずらずらずらず」」」」（（（（吉田章宏吉田章宏吉田章宏吉田章宏））））。。。。

「「「「止揚止揚止揚止揚しようしようしようしよう 甘甘甘甘ええええ傲慢傲慢傲慢傲慢 無知怠惰無知怠惰無知怠惰無知怠惰」」」」（（（（吉田章宏吉田章宏吉田章宏吉田章宏））））。。。。

ヤーガーヤーガーヤーガーヤーガー、、、、「「「「進歩進歩進歩進歩」」」」（（（（progressprogressprogressprogress））））とととと「「「「通過儀礼通過儀礼通過儀礼通過儀礼」」」」(rite(rite(rite(rite ofofofof passage)passage)passage)passage)のののの隠喩隠喩隠喩隠喩。。。。「「「「情報情報情報情報

伝達伝達伝達伝達」」」」とととと「「「「世界変貌世界変貌世界変貌世界変貌」」」」。。。。

標準的標準的標準的標準的なななな見解見解見解見解：：：：子子子子どものどものどものどもの可能性可能性可能性可能性をををを最大限最大限最大限最大限にににに引引引引きききき出出出出すすすす::::（（（（Erziehung,Erziehung,Erziehung,Erziehung, AufziehungAufziehungAufziehungAufziehung））））

というというというという標準的標準的標準的標準的なななな見解見解見解見解があるがあるがあるがある。。。。しかししかししかししかし、、、、疑問疑問疑問疑問がががが生生生生まれるまれるまれるまれる。。。。教育者教育者教育者教育者のののの視点視点視点視点、、、、教育者教育者教育者教育者であであであであ

るるるる私私私私がががが、、、、被教育者被教育者被教育者被教育者であるであるであるである他者他者他者他者（（（（子子子子どもなどどもなどどもなどどもなど））））のののの可能性可能性可能性可能性をををを引引引引きききき出出出出すとするすとするすとするすとする限定限定限定限定されたされたされたされた

狭狭狭狭くくくく、、、、浅浅浅浅くくくく、、、、短短短短いいいい見方見方見方見方。。。。被教育者被教育者被教育者被教育者であるであるであるである他者他者他者他者のののの能動性能動性能動性能動性とととと自発性自発性自発性自発性、、、、自己自己自己自己のののの受動性受動性受動性受動性とととと能能能能

動性動性動性動性がががが視野視野視野視野からからからから外外外外れているのではないかれているのではないかれているのではないかれているのではないか。。。。

「「「「教育教育教育教育」」」」：：：：「「「「教教教教ええええ育育育育てるてるてるてる」」」」からからからから、、、、「「「「教教教教」」」」とととと「「「「育育育育」」」」のののの、＜、＜、＜、＜能動能動能動能動＞＞＞＞とととと＜＜＜＜受動受動受動受動＞、＜＞、＜＞、＜＞、＜自己自己自己自己

＞＞＞＞とととと＜＜＜＜他者他者他者他者＞、＜＞、＜＞、＜＞、＜自動自動自動自動＞＞＞＞とととと＜＜＜＜他動他動他動他動＞。＜＞。＜＞。＜＞。＜自発自発自発自発＞＞＞＞とととと＜＜＜＜他発他発他発他発＞、＜＞、＜＞、＜＞、＜肯定肯定肯定肯定＞＞＞＞とととと＜＜＜＜否定否定否定否定＞＞＞＞、、、、

＜＜＜＜価値価値価値価値＞＞＞＞とととと＜＜＜＜反価値反価値反価値反価値＞＞＞＞、、、、＜＜＜＜使役使役使役使役＞＞＞＞とととと＜＜＜＜被使役被使役被使役被使役＞＞＞＞、、、、・・・・・・・・・・・・、、、、などのなどのなどのなどの変種変種変種変種をををを生生生生みみみみ出出出出すすすす変容変容変容変容にににに

よりよりよりより。。。。「「「「教育教育教育教育」」」」のののの千変万化千変万化千変万化千変万化のののの多種多様多種多様多種多様多種多様のののの総体総体総体総体からからからから成成成成るるるる「「「「教育教育教育教育のののの世界世界世界世界」」」」がががが忽然忽然忽然忽然とととと出現出現出現出現

するするするする。。。。「「「「教教教教えてえてえてえて育育育育てるてるてるてる」」」」にににに始始始始まってまってまってまって、、、、「「「「教教教教えてえてえてえて育育育育てられるてられるてられるてられる」」」」、、、、「「「「教教教教えてえてえてえて育育育育つつつつ」」」」、、、、・・・・・・・・・・・・「「「「教教教教ええええ

られてられてられてられて育育育育てるてるてるてる」」」」、、、、・・・・・・・・・・・・などをなどをなどをなどを経経経経てててて、、、、「「「「教教教教えさえさえさえさせせせせてててて育育育育てるてるてるてる」」」」、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、「「「「教教教教えさえさえさえさせせせせてててて育育育育

つつつつ」」」」、、、、「「「「教教教教えさえさえさえさせせせせられてられてられてられて育育育育てるてるてるてる」」」」、、、、「「「「教教教教えさえさえさえさせせせせてててて育育育育てられるてられるてられるてられる」」」」、、、、「「「「教教教教えさえさえさえさせせせせられてられてられてられて育育育育てててて

ささささせせせせられるられるられるられる」」」」などなどになどなどになどなどになどなどに到到到到るるるる、、、、千変万化千変万化千変万化千変万化のののの、、、、現実現実現実現実のののの、、、、またまたまたまた虚構虚構虚構虚構あるいはあるいはあるいはあるいは想像想像想像想像のののの、、、、現現現現

実性実性実性実性とととと可能性可能性可能性可能性のののの、、、、それがそれがそれがそれが、、、、「「「「共共共共にににに育育育育ちましょうちましょうちましょうちましょう」」」」のののの、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな「「「「教育教育教育教育のののの世界世界世界世界」」」」であるであるであるである。。。。
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極意極意極意極意２２２２：：：：教育教育教育教育のののの極意極意極意極意「「「「発動的学習態度発動的学習態度発動的学習態度発動的学習態度のののの確立確立確立確立」」」」（（（（蘆田恵之助蘆田恵之助蘆田恵之助蘆田恵之助））））：：：：自自自自らららら学学学学ぶことをぶことをぶことをぶことを、、、、

即即即即ちちちち、、、、旧旧旧旧いいいい世界世界世界世界からからからから出出出出てててて、、、、新新新新しいしいしいしい世界世界世界世界にににに入入入入ることをることをることをることを、、、、求求求求めめめめ、、、、そしてそしてそしてそして学学学学びびびび、、、、自力自力自力自力でででで新新新新

しいしいしいしい世界世界世界世界にににに入入入入っていくことができるようになることっていくことができるようになることっていくことができるようになることっていくことができるようになること。。。。「「「「放放放放っておかれてもっておかれてもっておかれてもっておかれても自自自自らららら学学学学

ぶぶぶぶ」」」」確固確固確固確固たるたるたるたる構構構構えをえをえをえを身身身身につけるににつけるににつけるににつけるに到到到到ることることることること。。。。自分自分自分自分でででで、、、、自発的自発的自発的自発的にににに、、、、自分自分自分自分のののの世界世界世界世界をををを豊豊豊豊かかかか

にしてにしてにしてにして行行行行くくくく心構心構心構心構えをえをえをえを学学学学ぶことぶことぶことぶこと。。。。学学学学ぶぶぶぶ喜喜喜喜びびびび。。。。

「「「「天天天天はははは自自自自らららら助助助助くるものをくるものをくるものをくるものを助助助助くくくく」」」」（（（（中村正直中村正直中村正直中村正直「「「「自助論自助論自助論自助論」」」」））））明治大学明治大学明治大学明治大学のののの斎藤孝斎藤孝斎藤孝斎藤孝さんがさんがさんがさんが現代現代現代現代

版版版版をををを出出出出したしたしたした。。。。

子子子子どものどものどものどもの人生人生人生人生はははは、、、、こどもこどもこどもこども一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの人生人生人生人生であるであるであるである。。。。誰誰誰誰もももも総総総総てててて代代代代わってわってわってわって生生生生きてあげきてあげきてあげきてあげ

ることはることはることはることは出来出来出来出来ないないないない。。。。子子子子どもどもどもども自自自自らがらがらがらが、、、、自自自自らのらのらのらの人生人生人生人生としてとしてとしてとして、、、、生生生生きていくほかはきていくほかはきていくほかはきていくほかは無無無無いのだいのだいのだいのだ。。。。

教師教師教師教師もももも同同同同じじじじ。。。。

「「「「慮慮慮慮」」」」（（（（Sorge:CareSorge:CareSorge:CareSorge:Care））））のののの問題問題問題問題。。。。「「「「配慮配慮配慮配慮」」」」とととと「「「「顧慮顧慮顧慮顧慮」」」」：：：：「「「「道具的配慮道具的配慮道具的配慮道具的配慮」」」」、、、、「「「「垂範的顧慮垂範的顧慮垂範的顧慮垂範的顧慮」」」」「「「「献献献献

身的身的身的身的（（（（身代身代身代身代りりりり的的的的））））顧慮顧慮顧慮顧慮」」」」。。。。

「「「「発動的学習態度発動的学習態度発動的学習態度発動的学習態度のののの確立確立確立確立したしたしたした世界世界世界世界」」」」へとへとへとへと教師教師教師教師がががが先導先導先導先導しししし、、、、生徒生徒生徒生徒がががが之之之之にににに従従従従いいいい、、、、そのそのそのその世界世界世界世界

へとへとへとへと導導導導きききき入入入入れられるれられるれられるれられる。。。。教師自身教師自身教師自身教師自身のののの発動的学習態度発動的学習態度発動的学習態度発動的学習態度のののの確立確立確立確立がそのがそのがそのがその前提条件前提条件前提条件前提条件となるとなるとなるとなる。。。。

「「「「教育教育教育教育のののの本質本質本質本質」」」」再説再説再説再説

とするととするととするととすると、、、、以上以上以上以上だけからでもだけからでもだけからでもだけからでも、、、、「「「「世界世界世界世界のののの間間間間のののの移行移行移行移行・・・・移住移住移住移住」」」」としてのとしてのとしてのとしての「「「「教育教育教育教育」」」」にはにはにはには、、、、

豊豊豊豊かなかなかなかな「「「「教育教育教育教育のののの世界世界世界世界」」」」にににに位置位置位置位置づけられてづけられてづけられてづけられて、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも、、、、次次次次のようなのようなのようなのような五層五層五層五層がががが示唆示唆示唆示唆されされされされ

てくるてくるてくるてくる。。。。

（（（（１１１１））））：：：：＜＜＜＜旧旧旧旧いいいい世界世界世界世界＞＞＞＞からからからから、、、、他者他者他者他者をををを、、、、他力他力他力他力でででで（（（（例例例例えばえばえばえば、、、、教師教師教師教師がががが子子子子どもをどもをどもをどもを））））、、、、導導導導きききき出出出出しししし、、、、

そのそのそのその他者他者他者他者をををを、、、、他力他力他力他力でででで、＜、＜、＜、＜新新新新しいしいしいしい世界世界世界世界＞＞＞＞へとへとへとへと導導導導きききき入入入入れるれるれるれる（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ））））。＜。＜。＜。＜自己自己自己自己とととと他者他者他者他者＞、＜＞、＜＞、＜＞、＜

他動他動他動他動とととと自動自動自動自動＞、＜＞、＜＞、＜＞、＜能動能動能動能動とととと受動受動受動受動＞。＞。＞。＞。

（（（（２２２２））））：：：：（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ））））をををを通通通通してしてしてして、、、、＜＜＜＜旧旧旧旧いいいい世界世界世界世界＞＞＞＞をををを自力自力自力自力でででで出出出出てててて、、、、（（（（自自自自らをらをらをらを導導導導きききき出出出出しししし））））、、、、＜＜＜＜新新新新しいしいしいしい

世界世界世界世界＞＞＞＞へとへとへとへと自力自力自力自力でででで入入入入るるるる、、、、（（（（自自自自らをらをらをらを導導導導きききき入入入入れるれるれるれる））））、、、、そういうそういうそういうそういう＜＜＜＜新新新新しいしいしいしい世界世界世界世界＞＞＞＞へとへとへとへと、、、、そうそうそうそう

でなかったでなかったでなかったでなかった（（（（つまりつまりつまりつまり、、、、他他他他によってによってによってによって導導導導かれなければかれなければかれなければかれなければ自自自自らはらはらはらは新新新新しいしいしいしい世界世界世界世界にににに移行移行移行移行しししし赴赴赴赴くこくこくこくこ

とのとのとのとの無無無無かったようなかったようなかったようなかったような））））＜＜＜＜旧旧旧旧いいいい世界世界世界世界＞＞＞＞からからからから、、、、他者他者他者他者をををを、、、、他力他力他力他力でででで（（（（例例例例えばえばえばえば、、、、教師教師教師教師がががが子子子子どもどもどもども

をををを））））、、、、導導導導きききき出出出出しししし、、、、導導導導きききき入入入入れるれるれるれる（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ））））。。。。

[[[[＜＜＜＜自己自己自己自己＞＞＞＞、、、、＜＜＜＜自動自動自動自動＞＞＞＞、、、、＜＜＜＜自発自発自発自発＞＞＞＞、、、、＜＜＜＜自力自力自力自力＞＞＞＞、、、、＜＜＜＜能動能動能動能動＞＞＞＞のののの世界世界世界世界]]]]へへへへ導導導導きききき入入入入れるれるれるれる共同移共同移共同移共同移

行行行行。。。。

（（（（３３３３））））：：：：（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ））））とととと（（（（ＢＢＢＢ））））をををを経経経経てててて、、、、自力自力自力自力でででで、、、、（（（（自自自自らをらをらをらを導導導導いていていていて））））、、、、さらにさらにさらにさらにさらにさらにさらにさらに、、、、＜＜＜＜旧旧旧旧いいいい世世世世

界界界界＞＞＞＞からからからから出出出出てててて、、、、＜＜＜＜新新新新しいしいしいしい世界世界世界世界＞＞＞＞へとへとへとへと、、、、自己自己自己自己をををを、、、、自力自力自力自力でででで、、、、（（（（自自自自らをらをらをらを導導導導いていていていて））））、、、、＜＜＜＜新新新新しいしいしいしい

世界世界世界世界＞＞＞＞へとへとへとへと自力自力自力自力でででで、、、、自自自自らららら入入入入ってってってって行行行行くようになるくようになるくようになるくようになる（（（（ＣＣＣＣ））））。。。。[[[[世界移住世界移住世界移住世界移住そのもののそのもののそのもののそのものの自己化自己化自己化自己化、、、、

自動化自動化自動化自動化、、、、自発化自発化自発化自発化、、、、自力化自力化自力化自力化のののの世界世界世界世界]]]]へのへのへのへの自己化自己化自己化自己化、、、、自動化自動化自動化自動化、、、、自発化自発化自発化自発化、、、、自力化自力化自力化自力化、、、、能動化能動化能動化能動化、、、、・・・・・・・・・・・・

（（（（４４４４））））：：：：（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ））））とととと（（（（ＢＢＢＢ））））とととと（（（（ＣＣＣＣ））））をををを経経経経てててて、、、、さらにさらにさらにさらに、、、、他者他者他者他者をををを、、、、他力他力他力他力でででで（（（（例例例例えばえばえばえば、、、、実力校実力校実力校実力校
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長長長長がががが新米教師新米教師新米教師新米教師をををを））））、、、、（（（（（（（（Ａ）Ａ）Ａ）Ａ）あるいはあるいはあるいはあるいは（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）以前以前以前以前のののの状態状態状態状態にあるにあるにあるにある）＜）＜）＜）＜旧旧旧旧いいいい世界世界世界世界＞＞＞＞からからからから導導導導

きききき出出出出しししし、、、、（（（（（（（（ＡＡＡＡ））））からからからから（（（（ＢＢＢＢ））））へへへへ、、、、さらにさらにさらにさらに（（（（ＣＣＣＣ））））へへへへ、、、、とととと統合統合統合統合されたされたされたされた））））＜＜＜＜新新新新しいしいしいしい世界世界世界世界＞＞＞＞へへへへ

とととと導導導導きききき入入入入れるれるれるれる（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ））））。。。。

（（（（５５５５））））：：：：（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ））））、、、、（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ））））、、、、（Ｃ）（Ｃ）（Ｃ）（Ｃ）とととと（Ｄ）（Ｄ）（Ｄ）（Ｄ）のののの千変万化千変万化千変万化千変万化のののの多種多様多種多様多種多様多種多様でででで豊豊豊豊かなかなかなかな「「「「教育教育教育教育のののの世界世界世界世界」」」」

にににに、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの在在在在りりりり方方方方でででで、、、、そのそのそのその世界世界世界世界にににに参加参加参加参加するするするする者者者者たちがたちがたちがたちが、、、、そのようにそのようにそのようにそのように自自自自らがらがらがらが参加参加参加参加しししし

ていることをていることをていることをていることを自覚自覚自覚自覚しししし、、、、それとそれとそれとそれと共共共共にににに自己自己自己自己とととと他者他者他者他者がががが互互互互いにそのようにいにそのようにいにそのようにいにそのように参加参加参加参加していることしていることしていることしていること

をををを、、、、相互相互相互相互にににに認認認認めあってめあってめあってめあって、、、、そのようにそのようにそのようにそのように豊豊豊豊かなかなかなかな「「「「教育教育教育教育のののの世界世界世界世界」」」」にににに参加参加参加参加することによりすることによりすることによりすることにより、、、、

そのようにそのようにそのようにそのように参加参加参加参加していないしていないしていないしていない＜＜＜＜旧旧旧旧いいいい世界世界世界世界＞＞＞＞からからからから、、、、そのようにそのようにそのようにそのように参加参加参加参加しているしているしているしている＜＜＜＜新新新新しいしいしいしい世世世世

界界界界＞＞＞＞へとへとへとへと、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの仕方仕方仕方仕方でででで、、、、したがってしたがってしたがってしたがって多種多様多種多様多種多様多種多様なななな仕方仕方仕方仕方でででで、、、、徐々徐々徐々徐々にににに移住移住移住移住するようするようするようするよう

になるになるになるになる（Ｅ（Ｅ（Ｅ（Ｅ））））。。。。・・・・・・・・・・・・・・・・。。。。

（（（（一一一一））））、、、、旧旧旧旧いいいい世界世界世界世界からからからから導導導導きききき出出出出しししし、、、、新新新新しいしいしいしい世界世界世界世界へとへとへとへと導導導導きききき入入入入れるれるれるれる（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ））））。。。。 （（（（二二二二））））、、、、（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ））））

をををを通通通通してしてしてして、、、、旧旧旧旧いいいい世界世界世界世界をををを自力自力自力自力でででで出出出出てててて、、、、新新新新しいしいしいしい世界世界世界世界にににに自力自力自力自力でででで入入入入ってってってって行行行行けるようなけるようなけるようなけるような、、、、そうそうそうそう

いういういういう＜＜＜＜新新新新しいしいしいしい世界世界世界世界＞＞＞＞へとへとへとへと、、、、そうでなかったそうでなかったそうでなかったそうでなかった＜＜＜＜旧旧旧旧いいいい世界世界世界世界＞＞＞＞からからからから導導導導きききき出出出出しししし、、、、導導導導きききき入入入入れるれるれるれる。。。。

（（（（三三三三））））、、、、（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ））））とととと（（（（ＢＢＢＢ））））でででで、、、、自力自力自力自力でででで、、、、さらにさらにさらにさらにさらにさらにさらにさらに、、、、旧旧旧旧いいいい世界世界世界世界をををを出出出出てててて、、、、新新新新しいしいしいしい世界世界世界世界へへへへ

とととと自力自力自力自力でででで入入入入ってってってって行行行行くようになるくようになるくようになるくようになる（（（（ＣＣＣＣ））））。。。。（（（（四四四四））））、、、、（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ））））、、、、（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ））））、、、、（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ））））のののの自自自自らのらのらのらの経験経験経験経験をををを統統統統

合合合合しししし、、、、他者他者他者他者をををを、、、、（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）からからからから（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）へへへへ、、、、（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）からからからから（Ｃ）（Ｃ）（Ｃ）（Ｃ）へとへとへとへと移行移行移行移行・・・・移住移住移住移住することをすることをすることをすることを助助助助

けるべくけるべくけるべくけるべく伴走伴走伴走伴走するするするする（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ））））。。。。（（（（五五五五））））（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ））））、、、、（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ））））、、、、（Ｃ）（Ｃ）（Ｃ）（Ｃ）とととと（Ｄ）（Ｄ）（Ｄ）（Ｄ）がががが生起生起生起生起するするするする千変万化千変万化千変万化千変万化のののの

多種多様多種多様多種多様多種多様でででで豊豊豊豊かなかなかなかな「「「「教育教育教育教育のののの世界世界世界世界」」」」をををを生成生成生成生成するするするする（Ｅ（Ｅ（Ｅ（Ｅ））））。。。。

人人人人のののの間間間間のののの生生生生のののの営営営営みみみみ（（（（営為営為営為営為））））としてのとしてのとしてのとしての、、、、（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ））））（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ））））（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ））））（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ））））（Ｅ）（Ｅ）（Ｅ）（Ｅ）のののの相互交流相互交流相互交流相互交流とととと相相相相

互矛盾互矛盾互矛盾互矛盾のののの総体総体総体総体からからからから成成成成るるるる世界世界世界世界、、、、それがそれがそれがそれが「「「「教育教育教育教育（＝（＝（＝（＝共育共育共育共育））））」」」」のののの世界世界世界世界であるであるであるである。。。。

生生生生きるきるきるきる世界世界世界世界がががが変変変変わるわるわるわる、、、、するとするとするとすると、、、、人間人間人間人間がががが変変変変わるわるわるわる。。。。それがそれがそれがそれが教育教育教育教育（＝（＝（＝（＝共育共育共育共育））））であるであるであるである。。。。

「「「「教育教育教育教育のののの極意極意極意極意」」」」再説再説再説再説

極意一極意一極意一極意一「「「「共共共共にににに育育育育ちましょうちましょうちましょうちましょう」」」」（（（（蘆田恵之助蘆田恵之助蘆田恵之助蘆田恵之助のののの（（（（小樽市緑小学校小樽市緑小学校小樽市緑小学校小樽市緑小学校のののの教育遺碑教育遺碑教育遺碑教育遺碑））））。。。。（（（（「「「「教育教育教育教育

はははは共育共育共育共育」」」」のののの思想思想思想思想がががが含意含意含意含意されているされているされているされている））））。。。。一緒一緒一緒一緒にににに、、、、旧旧旧旧いいいい世界世界世界世界からからからから出出出出てててて、、、、新新新新しいしいしいしい世界世界世界世界にににに入入入入

ってってってって行行行行きましょうきましょうきましょうきましょう。。。。

極意二極意二極意二極意二「「「「発動的学習態度発動的学習態度発動的学習態度発動的学習態度のののの確立確立確立確立」」」」（（（（蘆田恵之助蘆田恵之助蘆田恵之助蘆田恵之助））））

極意三極意三極意三極意三「「「「教教教教えないことがえないことがえないことがえないことが教育教育教育教育だだだだ、、、、教師教師教師教師がががが教教教教えたいとねがうことをむしろえたいとねがうことをむしろえたいとねがうことをむしろえたいとねがうことをむしろ惜惜惜惜しんでしんでしんでしんで惜惜惜惜

しんでしんでしんでしんで惜惜惜惜しみぬくことがしみぬくことがしみぬくことがしみぬくことが教育教育教育教育だだだだ」」」」（（（（武田常夫武田常夫武田常夫武田常夫））））

極意四極意四極意四極意四「「「「憧憧憧憧れをれをれをれを共有共有共有共有しようしようしようしよう」」」」（（（（「「「「何何何何をををを求求求求めているのかめているのかめているのかめているのか」」」」をををを知知知知ることはることはることはることは、、、、そのそのそのその人人人人のののの世界世界世界世界

をををを知知知知ることであるることであるることであるることである。。。。））））

極意五極意五極意五極意五「「「「無意識無意識無意識無意識のののの働働働働きをきをきをきを活活活活かそうかそうかそうかそう」」」」（（（（本人本人本人本人はははは無意識無意識無意識無意識をををを意識化意識化意識化意識化できないできないできないできない、、、、がががが、、、、働働働働かすかすかすかす

ことはことはことはことは出来出来出来出来るるるる。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気のののの影響支配影響支配影響支配影響支配などなどなどなど。。。。毎朝毎朝毎朝毎朝のののの音楽放送音楽放送音楽放送音楽放送などなどなどなど。。。。））））

「「「「それそれそれそれ」」」」をををを意識意識意識意識することはできないがすることはできないがすることはできないがすることはできないが、、、、しかししかししかししかし、、、、「「「「それそれそれそれ」」」」はははは働働働働いていることにいていることにいていることにいていることに気気気気づづづづ

くことはできるくことはできるくことはできるくことはできる。。。。「「「「それそれそれそれ」」」」はははは、、、、あるあるあるある特定特定特定特定のののの「「「「他他他他のことのことのことのこと」」」」をををを意識意識意識意識しているとしているとしているとしていると、、、、自自自自ずとずとずとずと
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働働働働くことになるくことになるくことになるくことになる。。。。だからだからだからだから、、、、「「「「それそれそれそれ」」」」をををを働働働働かせるにはかせるにはかせるにはかせるには、、、、それをそれをそれをそれを働働働働かせることになるよかせることになるよかせることになるよかせることになるよ

うなそのうなそのうなそのうなその特定特定特定特定のののの「「「「他他他他のことのことのことのこと」」」」をををを意識意識意識意識してしてしてして、、、、そのそのそのその「「「「他他他他のことのことのことのこと」」」」にににに伴伴伴伴ってってってって働働働働くことになくことになくことになくことにな

るるるる「「「「それそれそれそれ」」」」をををを働働働働かせかせかせかせ、、、、そのようにしてそのようにしてそのようにしてそのようにして、、、、「「「「それそれそれそれ」」」」をををを育育育育てればよいてればよいてればよいてればよい。。。。（（（（狙狙狙狙いはいはいはいは別別別別にあるにあるにあるにある

場合場合場合場合もももも。。。。））））

極意六極意六極意六極意六「「「「人間人間人間人間のののの真真真真のののの達成達成達成達成はははは、、、、そのそのそのその外外外外にににに、、、、人間人間人間人間のののの生生生生みみみみ出出出出したあれこれのしたあれこれのしたあれこれのしたあれこれの客観客観客観客観のなかにのなかにのなかにのなかに

ではなくではなくではなくではなく、、、、人間人間人間人間そのもののなかにそのもののなかにそのもののなかにそのもののなかに貯貯貯貯えられているえられているえられているえられている。。。。何何何何らかのらかのらかのらかの重要重要重要重要なものをなものをなものをなものを作作作作りりりり出出出出すすすす

ことによってことによってことによってことによって、、、、人間人間人間人間はははは自分自身自分自身自分自身自分自身がががが成長成長成長成長するするするする。。。。」」」」（（（（S.L.S.L.S.L.S.L.ルビンシュテインルビンシュテインルビンシュテインルビンシュテイン『『『『存在存在存在存在とととと意識意識意識意識』』』』

寺沢恒信訳寺沢恒信訳寺沢恒信訳寺沢恒信訳、、、、下下下下、、、、青木書店青木書店青木書店青木書店、、、、４２０４２０４２０４２０））））

極意七極意七極意七極意七「「「「もっともすぐれたもっともすぐれたもっともすぐれたもっともすぐれた変化変化変化変化とはとはとはとは意図意図意図意図されずしてされずしてされずしてされずして起起起起ったったったった変化変化変化変化のことであるのことであるのことであるのことである」」」」霜山霜山霜山霜山

徳爾徳爾徳爾徳爾「「「「素足素足素足素足のののの心理療法心理療法心理療法心理療法」」」」みすずみすずみすずみすず書房書房書房書房（（（（3333））））「「「「すぐれたすぐれたすぐれたすぐれた治療者治療者治療者治療者はははは『『『『はからわないはからわないはからわないはからわない』』』』」」」」（（（（同同同同

上書上書上書上書、、、、85858585））））

極意八極意八極意八極意八「「「「子子子子どものどものどものどもの興味興味興味興味とかとかとかとか関心関心関心関心とかそんなものはどうでもいいことですとかそんなものはどうでもいいことですとかそんなものはどうでもいいことですとかそんなものはどうでもいいことです。。。。」」」」（（（（斎藤喜斎藤喜斎藤喜斎藤喜

博博博博）））） Ausubel,D.P.Ausubel,D.P.Ausubel,D.P.Ausubel,D.P. 「「「「動機動機動機動機づけのないづけのないづけのないづけのない生徒生徒生徒生徒にににに教教教教えようとしてえようとしてえようとしてえようとして、、、、他他他他のののの方法方法方法方法でででで色々色々色々色々やややや

ってもうまくゆかないときにってもうまくゆかないときにってもうまくゆかないときにってもうまくゆかないときに、、、、教教教教えるえるえるえる唯一唯一唯一唯一のののの道道道道はははは、、、、当面当面当面当面、、、、そのそのそのその子子子子どものどものどものどもの動機動機動機動機づけのづけのづけのづけの

状態状態状態状態をををを無視無視無視無視してできるだけしてできるだけしてできるだけしてできるだけ効率効率効率効率のよいのよいのよいのよい教教教教ええええ方方方方にににに専念専念専念専念することすることすることすること」」」」。。。。「「「「好好好好きこそもののきこそもののきこそもののきこそものの

上手上手上手上手なれなれなれなれ」」」」もももも、、、、「「「「上手上手上手上手になることこそになることこそになることこそになることこそ、、、、ものをものをものをものを好好好好きにぞするきにぞするきにぞするきにぞする」」」」もももも、、、、共共共共にににに真真真真であるであるであるである。。。。

極意九極意九極意九極意九「「「「三人三人三人三人のののの教師教師教師教師」」」」（（（（蘆田恵之助蘆田恵之助蘆田恵之助蘆田恵之助のののの言葉言葉言葉言葉））））：：：：「「「「説説説説いていていていて知知知知らせようとするらせようとするらせようとするらせようとする」」」」、、、、「「「「感感感感じたじたじたじた

経路経路経路経路をををを語語語語ってってってって、、、、独独独独りりりり楽楽楽楽しむがしむがしむがしむが如如如如くにくにくにくに振舞振舞振舞振舞うううう」」」」「「「「響響響響きをきをきをきを生生生生ずべきずべきずべきずべき急所急所急所急所をうってをうってをうってをうって、、、、響響響響きききき

をををを児童児童児童児童からからからから聞聞聞聞こうとするこうとするこうとするこうとする」」」」（（（（『『『『教壇教壇教壇教壇とととと教式教式教式教式』』』』））））

極意十極意十極意十極意十「「「「50505050 回回回回、、、、朗読朗読朗読朗読せよせよせよせよ」」」」（（（（英語英語英語英語のののの角田角蔵先生角田角蔵先生角田角蔵先生角田角蔵先生のののの言葉言葉言葉言葉、、、、大阪南中学校大阪南中学校大阪南中学校大阪南中学校、、、、昭和昭和昭和昭和24242424 年年年年））））。。。。

「「「「おおおお経経経経のようにのようにのようにのように繰繰繰繰りりりり返返返返しししし唱唱唱唱えよえよえよえよ」」」」（（（（数学数学数学数学のののの岡田章先生岡田章先生岡田章先生岡田章先生のののの言葉言葉言葉言葉、、、、東京都立日比谷高校東京都立日比谷高校東京都立日比谷高校東京都立日比谷高校、、、、

昭和昭和昭和昭和25252525 年年年年））））。。。。 宮本武蔵宮本武蔵宮本武蔵宮本武蔵「「「「鍛錬鍛錬鍛錬鍛錬」」」」、、、、「「「「千日千日千日千日のののの稽古稽古稽古稽古をををを鍛鍛鍛鍛としとしとしとし、、、、万日万日万日万日のののの稽古稽古稽古稽古をををを錬錬錬錬とするとするとするとする」」」」、、、、

「「「「朝鍛夕錬朝鍛夕錬朝鍛夕錬朝鍛夕錬」」」」。。。。（（（（五五五五輪輪輪輪書書書書 水水水水のののの巻巻巻巻））））

極意十一極意十一極意十一極意十一 「「「「秘秘秘秘すればすればすればすれば花花花花なりなりなりなり、、、、秘秘秘秘せずばせずばせずばせずば花花花花なるべからずなるべからずなるべからずなるべからず」」」」（（（（世阿弥世阿弥世阿弥世阿弥『『『『風姿花伝風姿花伝風姿花伝風姿花伝』』』』111103030303））））

「「「「たとたとたとたとひひひひ、、、、一子一子一子一子たりとたりとたりとたりと云云云云うともうともうともうとも、、、、無無無無器量器量器量器量のののの者者者者にはにはにはには伝伝伝伝うべからずうべからずうべからずうべからず」」」」（（（（同上書同上書同上書同上書、、、、111111110000））））「「「「離離離離

見見見見のののの見見見見」」」」（（（（『『『『花鏡花鏡花鏡花鏡』』』』））））

極意十極意十極意十極意十二二二二 欲望欲望欲望欲望としてのとしてのとしてのとしての「「「「他者他者他者他者によるによるによるによる承認承認承認承認」」」」とととと「「「「能力能力能力能力のののの獲得獲得獲得獲得」」」」はははは表裏表裏表裏表裏をををを成成成成すすすす。。。。褒褒褒褒

めめめめられてやるられてやるられてやるられてやる、、、、出出出出来来来来るようになるるようになるるようになるるようになる。。。。出出出出来来来来るようになるるようになるるようになるるようになる、、、、褒褒褒褒めめめめられるられるられるられる。。。。褒褒褒褒めめめめられたいられたいられたいられたい、、、、

出出出出来来来来るようになりたいるようになりたいるようになりたいるようになりたい。。。。目標目標目標目標はははは、、、、本人本人本人本人がががが知知知知ることがることがることがることが大大大大事事事事であるであるであるである場合場合場合場合もももも、、、、知知知知らないこらないこらないこらないこ

とがかえってとがかえってとがかえってとがかえって大大大大事事事事であるというであるというであるというであるという場合場合場合場合もももも、、、、両両両両方方方方あるあるあるある。。。。目標目標目標目標ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、合意合意合意合意のののの必必必必要要要要がががが

あるかどうかあるかどうかあるかどうかあるかどうか。。。。必必必必ずしもずしもずしもずしも常常常常にににに必必必必要要要要であるというわけではないであるというわけではないであるというわけではないであるというわけではない。。。。欲望欲望欲望欲望のののの構造構造構造構造がががが変化変化変化変化すすすす

ることもることもることもることも＜＜＜＜新新新新しいしいしいしい世界世界世界世界＞＞＞＞にににに入入入入ることであることであることであることであろろろろうううう。。。。「「「「法法法法華華華華経経経経」」」」のののの「「「「三三三三車火宅車火宅車火宅車火宅」」」」のののの教教教教ええええ。。。。

極意十三極意十三極意十三極意十三 失敗失敗失敗失敗にににに学学学学びびびび、、、、失敗失敗失敗失敗をををを活活活活かせかせかせかせ。。。。自分自分自分自分のののの失敗失敗失敗失敗とととと他者他者他者他者のののの失敗失敗失敗失敗。。。。たくさんたくさんたくさんたくさん失敗失敗失敗失敗しししし

てててて、、、、たくさんたくさんたくさんたくさん学学学学ぶぶぶぶ心意心意心意心意気気気気がががが大大大大切切切切。。。。定定定定石石石石「「「「ｘｘｘｘｘｘｘｘちゃちゃちゃちゃんんんん式間式間式間式間違違違違いいいい」」」」：：：：島小島小島小島小学校学校学校学校のののの実践実践実践実践（（（（斎斎斎斎

藤喜博藤喜博藤喜博藤喜博全集全集全集全集 別別別別巻巻巻巻１１１１、、、、国土社国土社国土社国土社））））。。。。畑村洋太郎畑村洋太郎畑村洋太郎畑村洋太郎『『『『失敗失敗失敗失敗学学学学のののの法法法法則則則則』』』』
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子子子子どものどものどものどもの学学学学びびびび・・・・教師教師教師教師のののの学学学学びびびび、、、、（（（（そしてそしてそしてそして、、、、教師教育教師教育教師教育教師教育・・・・教師指導者教師指導者教師指導者教師指導者のののの学学学学びびびび））））

「「「「子子子子どものどものどものどもの学学学学びびびび」」」」：：：：ひとりのひとりのひとりのひとりの人間人間人間人間としてとしてとしてとして、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの生生生生きているきているきているきている＜＜＜＜旧旧旧旧いいいい世界世界世界世界＞＞＞＞からからからから

出出出出てててて、＜、＜、＜、＜新新新新しいしいしいしい世界世界世界世界＞＞＞＞にににに入入入入るるるる。。。。

「「「「教師教師教師教師のののの学学学学びびびび」」」」：：：：子子子子どものどものどものどもの「「「「導師導師導師導師」」」」としてのとしてのとしてのとしての「「「「教師教師教師教師」」」」のののの「「「「学学学学びびびび」」」」。。。。「「「「子子子子どものどものどものどもの学学学学びびびび」」」」

とのとのとのとの同一同一同一同一とととと差異差異差異差異とがあるとがあるとがあるとがある。。。。連続性連続性連続性連続性とととと不連続性不連続性不連続性不連続性があるがあるがあるがある。。。。

子子子子どものどものどものどもの学学学学びもびもびもびも、、、、教師教師教師教師のののの学学学学びもびもびもびも、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの生生生生きているきているきているきている＜＜＜＜旧旧旧旧いいいい世界世界世界世界＞＞＞＞からからからから＜＜＜＜新新新新しししし

いいいい世界世界世界世界＞＞＞＞へのへのへのへの移行移行移行移行・・・・移住移住移住移住としてはとしてはとしてはとしては、、、、学学学学びとしてびとしてびとしてびとして、、、、同一同一同一同一であるであるであるである。。。。しかししかししかししかし、、、、差異差異差異差異もあるもあるもあるもある。。。。

「「「「共育共育共育共育としてのとしてのとしてのとしての教育教育教育教育」」」」においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、教師教師教師教師はははは、、、、一人一人一人一人ひとりひとりひとりひとり異異異異なるなるなるなる世界世界世界世界をををを生生生生きているきているきているきている子子子子

どもどもどもども一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの「「「「旧旧旧旧いいいい世界世界世界世界」」」」からからからから「「「「新新新新しいしいしいしい世界世界世界世界」」」」へのへのへのへの移行移行移行移行とととと移住移住移住移住にににに伴伴伴伴ってってってって、、、、繰繰繰繰りりりり

返返返返しししし、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし、、、、旧世界旧世界旧世界旧世界とととと新世界新世界新世界新世界とのとのとのとの間間間間のののの往復的往復的往復的往復的なななな、、、、移行移行移行移行・・・・移住運動移住運動移住運動移住運動をををを行行行行うううう。。。。一人一人一人一人

のののの子子子子どものどものどものどもの学学学学びとはびとはびとはびとは、、、、異異異異なるなるなるなる。。。。

文学作品文学作品文学作品文学作品をををを読読読読むにむにむにむに当当当当たってたってたってたって、、、、登場人物登場人物登場人物登場人物にににに、、、、「「「「側側側側にににに立立立立つつつつ、、、、寄寄寄寄りりりり添添添添うううう、、、、身身身身にににに成成成成るるるる」」」」とととと

いういういういう読読読読みみみみ方方方方のののの種類種類種類種類のののの区別区別区別区別をををを提唱提唱提唱提唱しておられるしておられるしておられるしておられる。。。。西郷竹彦先生西郷竹彦先生西郷竹彦先生西郷竹彦先生

斎藤喜博先生斎藤喜博先生斎藤喜博先生斎藤喜博先生 わからないでわからないでわからないでわからないで困困困困っているっているっているっている子子子子どもとどもとどもとどもと一緒一緒一緒一緒にににに「「「「わからなくなるわからなくなるわからなくなるわからなくなる」」」」。。。。

蘆田恵之助先生蘆田恵之助先生蘆田恵之助先生蘆田恵之助先生「「「「響響響響きにきにきにきに共鳴共鳴共鳴共鳴するするするする」」」」『『『『風鈴風鈴風鈴風鈴』』』』のののの言葉言葉言葉言葉。。。。

教師教師教師教師のののの「「「「慮慮慮慮」」」」（（（（Care,Care,Care,Care, Caring,Caring,Caring,Caring, SorgeSorgeSorgeSorge））））によりによりによりにより、、、、子子子子どものどものどものどもの学学学学びがびがびがびが促促促促されされされされ生生生生みみみみ出出出出されるされるされるされる。。。。

「「「「慮慮慮慮」」」」のののの在在在在りりりり方方方方にににに三種三種三種三種ありありありあり。。。。ハイデガーによるハイデガーによるハイデガーによるハイデガーによる三種三種三種三種のののの「「「「慮慮慮慮」」」」：：：：「「「「道具的配慮道具的配慮道具的配慮道具的配慮」」」」、、、、「「「「尽力尽力尽力尽力

的顧慮的顧慮的顧慮的顧慮」」」」とととと「「「「垂範的顧慮垂範的顧慮垂範的顧慮垂範的顧慮」」」」

子子子子どものどものどものどもの学学学学びのびのびのびの組織組織組織組織（（（（子子子子どもどもどもども同士同士同士同士のののの学学学学びあいのびあいのびあいのびあいの盛盛盛盛りりりり上上上上げるげるげるげる））））者者者者・・・・指導指導指導指導（（（（子子子子どものどものどものどもの学学学学

びをびをびをびを導導導導くくくく））））者者者者「「「「子子子子どもどもどもども一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの学学学学びをびをびをびを生生生生みみみみ出出出出すすすす」」」」

悟悟悟悟りりりり：：：：小乗仏教小乗仏教小乗仏教小乗仏教とととと大乗仏教大乗仏教大乗仏教大乗仏教、、、、此岸此岸此岸此岸からからからから彼岸彼岸彼岸彼岸へのへのへのへの小乗小乗小乗小乗とととと大乗大乗大乗大乗：：：：「「「「導師導師導師導師」」」」としてのとしてのとしてのとしての「「「「教教教教

師師師師」」」」 「「「「子子子子どものどものどものどもの学学学学びびびび」」」」とととと「「「「教師教師教師教師のののの学学学学びびびび」」」」のののの関係関係関係関係：：：：階層的階層的階層的階層的、、、、回想的回想的回想的回想的、、、、予想的予想的予想的予想的、、、、創造創造創造創造

的的的的、、、、想像的想像的想像的想像的、、、、現実的現実的現実的現実的、、、、実証的実証的実証的実証的、、、、・・・・・・・・・・・・・・・・。。。。

さらにさらにさらにさらに、、、、「「「「校長先生校長先生校長先生校長先生のののの学学学学びびびび」」」」：：：：「「「「導師導師導師導師」」」」のののの「「「「導師導師導師導師」」」」としてのとしてのとしてのとしての「「「「校長校長校長校長」」」」

「「「「校長校長校長校長のののの学学学学びびびび」」」」にはにはにはには、、、、「「「「教師教師教師教師のののの学学学学びびびび」」」」とのとのとのとの同一同一同一同一とととと差異差異差異差異があるがあるがあるがある。。。。導師導師導師導師としてのとしてのとしてのとしての校長校長校長校長。。。。

子子子子どもにどもにどもにどもに伴奏伴奏伴奏伴奏してしてしてして、、、、子子子子どもたちをどもたちをどもたちをどもたちを＜＜＜＜新新新新しいしいしいしい世界世界世界世界＞＞＞＞へとへとへとへと導導導導くくくく導師導師導師導師としてのとしてのとしてのとしての教師教師教師教師たちをたちをたちをたちを、、、、

そのそのそのその教師教師教師教師たちがたちがたちがたちが子子子子どもをどもをどもをどもを導導導導くくくく移行移行移行移行にににに、、、、自自自自らもらもらもらも伴走伴走伴走伴走してしてしてして、、、、「「「「導師導師導師導師たちをたちをたちをたちを導導導導くくくく導師導師導師導師」」」」とととと

してのしてのしてのしての校長校長校長校長。。。。それはそれはそれはそれは、、、、教師一人教師一人教師一人教師一人ひとりのひとりのひとりのひとりの学学学学びとはびとはびとはびとは異異異異なるなるなるなる学学学学びであるびであるびであるびである。。。。一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの

教師教師教師教師のののの異異異異なるなるなるなる世界世界世界世界とととと、、、、そのそのそのその世界間世界間世界間世界間のののの移行移行移行移行・・・・移住移住移住移住にににに、、、、「「「「導師導師導師導師をををを導導導導くくくく導師導師導師導師」」」」としてのとしてのとしてのとしての校長校長校長校長

にはにはにはには、、、、「「「「管理職管理職管理職管理職」」」」としてのとしてのとしてのとしての校長校長校長校長のののの諸々諸々諸々諸々のののの職務職務職務職務にににに加加加加えてえてえてえて、、、、教師一人教師一人教師一人教師一人ひとりのひとりのひとりのひとりの教育実践教育実践教育実践教育実践

にににに伴走伴走伴走伴走することがすることがすることがすることが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。構造的構造的構造的構造的にはにはにはには、、、、（（（（１１１１））））教師教師教師教師とととと子子子子どもどもどもども達達達達でででで営営営営まれるまれるまれるまれる教育教育教育教育

（＝（＝（＝（＝共育共育共育共育））））とととと、、、、（（（（２２２２））））校長校長校長校長とととと教師教師教師教師たちのたちのたちのたちの間間間間でででで営営営営まれるまれるまれるまれる教育教育教育教育（＝（＝（＝（＝共育共育共育共育））））、、、、とのとのとのとの間間間間にはにはにはには、、、、

類似性類似性類似性類似性があるがあるがあるがある。。。。同一同一同一同一とととと差異差異差異差異があるがあるがあるがある。。。。「「「「教師教師教師教師（（（（集団集団集団集団））））のののの組織者組織者組織者組織者・・・・指導者指導者指導者指導者としてのとしてのとしてのとしての校長校長校長校長のののの

学学学学びびびび」」」」にはにはにはには、、、、「「「「教育教育教育教育のののの世界世界世界世界」」」」へのへのへのへの通暁通暁通暁通暁がががが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。
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さらにさらにさらにさらに、、、、教育研究者教育研究者教育研究者教育研究者にはにはにはには、、、、「「「「教育教育教育教育のののの世界世界世界世界」」」」のののの「「「「構造構造構造構造とととと意味意味意味意味」」」」とととと捉捉捉捉えがたいえがたいえがたいえがたい「「「「機微機微機微機微」」」」

をををを捉捉捉捉えるえるえるえる「「「「極意極意極意極意」」」」をををを明示化明示化明示化明示化するためのするためのするためのするための、、、、鋭鋭鋭鋭くくくく繊細繊細繊細繊細なななな感受性感受性感受性感受性とととと柔軟柔軟柔軟柔軟でででで豊豊豊豊かなかなかなかな表現力表現力表現力表現力、、、、

それらをそれらをそれらをそれらを自自自自らのものとらのものとらのものとらのものと化化化化するするするする「「「「学学学学びびびび」」」」がががが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。

まとめまとめまとめまとめ 「「「「教育教育教育教育のののの極意極意極意極意」」」」はははは限限限限りなくりなくりなくりなく続続続続きますきますきますきます。。。。おおおお一人一人一人一人おひとりがおひとりがおひとりがおひとりが、、、、ごごごご自分自分自分自分でででで、、、、ごごごご自自自自

分分分分のののの独自独自独自独自なななな極意極意極意極意をををを発見発見発見発見するするするする＜＜＜＜新新新新しいしいしいしい世界世界世界世界＞＞＞＞へとへとへとへと、、、、そのようでないそのようでないそのようでないそのようでない＜＜＜＜旧旧旧旧いいいい世界世界世界世界＞＞＞＞からからからから

出出出出てててて、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ入入入入ってってってって行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。極意極意極意極意がががが無限無限無限無限なのはなのはなのはなのは、、、、「「「「教育教育教育教育」」」」のののの営営営営みがみがみがみが、、、、人類人類人類人類

のののの歴史歴史歴史歴史においてにおいてにおいてにおいて無限無限無限無限にににに多種多様性多種多様性多種多様性多種多様性においてにおいてにおいてにおいて営営営営まれてきているからですまれてきているからですまれてきているからですまれてきているからです。。。。「「「「教育教育教育教育のののの世世世世

界界界界」」」」はははは無限無限無限無限にににに豊豊豊豊かだからですかだからですかだからですかだからです。。。。がががが、、、、またまたまたまた、、、、そのそのそのその世界世界世界世界のののの極意極意極意極意はたったはたったはたったはたった一一一一つともつともつともつとも言言言言えまえまえまえま

すすすす。。。。 「「「「共共共共にににに育育育育ちましょうちましょうちましょうちましょう」」」」がそれですがそれですがそれですがそれです。。。。

無限無限無限無限ともともともとも言言言言うべきうべきうべきうべき「「「「教育教育教育教育のののの極意極意極意極意」」」」のののの大海大海大海大海のほんののほんののほんののほんの数滴数滴数滴数滴。。。。おおおお役役役役にににに立立立立てばてばてばてば、、、、私私私私のののの大大大大きききき

なななな喜喜喜喜びですびですびですびです。。。。 <RIP<RIP<RIP<RIP MOM-friendlyMOM-friendlyMOM-friendlyMOM-friendly SIRSIRSIRSIR STOPSTOPSTOPSTOP etc>etc>etc>etc>

私私私私がおすすめしたいがおすすめしたいがおすすめしたいがおすすめしたい書物書物書物書物のなかからのなかからのなかからのなかから

蘆田恵之助全集蘆田恵之助全集蘆田恵之助全集蘆田恵之助全集、、、、明治図書明治図書明治図書明治図書

内村鑑三内村鑑三内村鑑三内村鑑三『『『『後世後世後世後世へのへのへのへの最大遺物最大遺物最大遺物最大遺物』』』』岩波文庫岩波文庫岩波文庫岩波文庫

鎌田茂雄鎌田茂雄鎌田茂雄鎌田茂雄 全訳注全訳注全訳注全訳注『『『『五輪書五輪書五輪書五輪書 宮本武蔵宮本武蔵宮本武蔵宮本武蔵』』』』講談社学術文庫講談社学術文庫講談社学術文庫講談社学術文庫

神谷美恵子神谷美恵子神谷美恵子神谷美恵子『『『『生生生生きがいについてきがいについてきがいについてきがいについて』』』』みすずみすずみすずみすず書房書房書房書房

斎藤喜博全集斎藤喜博全集斎藤喜博全集斎藤喜博全集、、、、国土社国土社国土社国土社

スマイルズスマイルズスマイルズスマイルズ、Ｓ、Ｓ、Ｓ、Ｓ....著著著著、、、、斎藤孝訳斎藤孝訳斎藤孝訳斎藤孝訳『『『『みずからみずからみずからみずから運命運命運命運命のののの扉扉扉扉をををを開開開開くくくく法則法則法則法則』』』』ビジネスビジネスビジネスビジネス社社社社

霜山徳爾霜山徳爾霜山徳爾霜山徳爾『『『『素足素足素足素足のののの心理療法心理療法心理療法心理療法』』』』みすずみすずみすずみすず書房書房書房書房

世阿弥作世阿弥作世阿弥作世阿弥作、、、、野上豊一郎野上豊一郎野上豊一郎野上豊一郎・・・・西尾実校訂西尾実校訂西尾実校訂西尾実校訂『『『『風姿花伝風姿花伝風姿花伝風姿花伝』』』』岩波文庫岩波文庫岩波文庫岩波文庫

『『『『世阿弥世阿弥世阿弥世阿弥』』』』山崎正和山崎正和山崎正和山崎正和 責任編集責任編集責任編集責任編集 日本日本日本日本のののの名著名著名著名著 １０１０１０１０ 中央公論社中央公論社中央公論社中央公論社

武田常夫武田常夫武田常夫武田常夫『『『『真真真真のののの授業者授業者授業者授業者をめざしてをめざしてをめざしてをめざして』』』』国土社国土社国土社国土社（（（（巻頭巻頭巻頭巻頭のののの「「「「すすめすすめすすめすすめ」」」」をををを吉田章宏吉田章宏吉田章宏吉田章宏がががが執筆執筆執筆執筆））））

根根根根田田田田幸悦幸悦幸悦幸悦『『『『新新新新米米米米校校校校長失敗長失敗長失敗長失敗物物物物語語語語』』』』一一一一茎茎茎茎書房書房書房書房（（（（巻巻巻巻末末末末のののの「「「「解説解説解説解説」」」」をををを吉田章宏吉田章宏吉田章宏吉田章宏がががが執筆執筆執筆執筆））））

畑畑畑畑村村村村洋太洋太洋太洋太郎郎郎郎『『『『失敗失敗失敗失敗学学学学のののの法則法則法則法則』』』』文文文文春春春春文庫文庫文庫文庫

ベベベベルルルルクククク、、、、Ｖ．Ｖ．Ｖ．Ｖ．著著著著、、、、早坂泰次早坂泰次早坂泰次早坂泰次郎郎郎郎・・・・田中一田中一田中一田中一彦彦彦彦訳訳訳訳『『『『人人人人間間間間ひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとり』』』』現現現現代代代代社社社社

柳柳柳柳生生生生但馬守宗矩但馬守宗矩但馬守宗矩但馬守宗矩著著著著、、、、渡辺渡辺渡辺渡辺一郎校注一郎校注一郎校注一郎校注『『『『兵兵兵兵法法法法家家家家伝書伝書伝書伝書』』』』岩波文庫岩波文庫岩波文庫岩波文庫

安永浩安永浩安永浩安永浩『『『『精精精精神神神神のののの幾何幾何幾何幾何学学学学』』』』岩波書岩波書岩波書岩波書店店店店

ユクユクユクユクススススキュキュキュキュルルルル////クリサートクリサートクリサートクリサート、、、、日日日日高敏隆高敏隆高敏隆高敏隆・・・・羽羽羽羽田田田田節節節節子訳子訳子訳子訳『『『『生物生物生物生物からからからから見見見見たたたた世界世界世界世界』』』』岩波文庫岩波文庫岩波文庫岩波文庫

吉田章宏吉田章宏吉田章宏吉田章宏『『『『学学学学ぶぶぶぶとととと教教教教えるえるえるえる：：：：授業授業授業授業のののの現現現現象象象象学学学学へのへのへのへの道道道道』』』』海海海海鳴鳴鳴鳴社社社社

吉田章宏吉田章宏吉田章宏吉田章宏『『『『ゆゆゆゆりかごにりかごにりかごにりかごに学学学学ぶぶぶぶ 教育教育教育教育のののの方方方方法法法法』』』』一一一一茎茎茎茎書房書房書房書房（（（（巻巻巻巻末末末末にににに読読読読書書書書案案案案内内内内））））

吉田章宏吉田章宏吉田章宏吉田章宏『『『『子子子子どもとどもとどもとどもと出出出出会会会会うううう』』』』岩波書岩波書岩波書岩波書店店店店

吉田章宏吉田章宏吉田章宏吉田章宏『『『『教育教育教育教育のののの心理心理心理心理：：：：多多多多とととと一一一一のののの交響交響交響交響』』』』放送放送放送放送大学教育大学教育大学教育大学教育振興会振興会振興会振興会


