


私学研修第168号の刊行にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。

当法人は、ご存知のとおり、私立学校の教職員の各種研修事業及

び福祉厚生事業を実施し、私立学校の振興発展に寄与すること目的

として、昭和31年６月に、幼稚園から大学までの全私立学校の総意

によって設立され、現在にいたっております。

この度、平成20年12月１日に施行された「公益法人制度改革関連

法」に基づき、平成24年４月１日に一般財団法人へと移行いたしま

した。

移行を機に、新たな気持ちで、より充実した私立学校教職員の研

修及び福祉の事業を通じて私立学校教育の振興発展に寄与するべく、

役職員一同、一層努力していく所存でございます。

私学研修につきましては、私学の教職員の研修成果報告書として、

昭和33年度より定期的に刊行しておりましたが、平成19年度より諸

般の事情により他の個人研修（海外・国内・研修成果刊行）も含め

て休止をいたしておりました。

しかしながら、平成21年度より再開をいたしました海外研修事業

が、再開後３年を経過しましたこと、また、新法人への移行を一つ
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の区切りとして、本年度より刊行を再開することといたしました。

日本の教育において、私学の果たす役割はその割合を考慮しまし

ても益々大きくなっており、教育を担っていく教職員の資質向上に

ついても重要性がますます増しております。

その中で各学校が個々の建学の精神に則り、特色をいかした教育

を進めていくことが必至となっております。

資源の少ない日本にとって、自分で考え自発的に行動し、この多

様化する時代に柔軟に対応することのできる人材を育成することが

これからの課題であり、私学にとっての果たすべき大きな役割とい

えます。

また、グローバル化が進む中、それとは反するように日本から海

外への留学生は減少傾向にあり、国際社会の中で日本は遅れをとっ

ている状態にあるように感じます。グローバル人材の育成について

は、国全体で取り組むべき命題となっており、教育の再構築を要す

る問題でもあります。

今回の私学研修には、平成21年度から23年度までに海外研修事業

の制度を利用して、海外で研修された方々の成果の一部を掲載して

おります。

この「私学研修」が今後、研修を希望される方への指針となり、

牽いては私学の発展に向けての一助となりますことを祈念いたしま

すとともに、私学の教職員の研修事業の充実・発展のため、関係諸

機関の一層のご支援・ご協力を賜りますよう衷心よりお願い申し上

げます。

（法政大学　総長・理事長）
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１．はじめに

）問題意識、背景　
ワーク・ライフ・バランスは、「育

児・介護支援の充実」と「働き方の見直
し」の２つに大きく分類することができ
る。「育児・介護支援の充実」に関して
は、次世代育成支援対策推進法などの国
の立法を伴いながら進展している。その
一方、「働き方の見直し」については、
進展しているとは言い難い。具体的には、
年休の取得促進や柔軟な労働時間政策な
どに関連するものである。

日本には以前から、長い所定労働時間
と極めて低い年次有給休暇（以下「年休」
という。）の取得率という未解決の労働
時間問題が継続しており、日本の労働者
の平均的な年休の取得が欧米諸国と比べ
ると極めて抑制的なことが継続的に指摘
されてきた。このような中、政府はワー
ク・ライフ・バランス政策の一環とし
て、2007年に「仕事と生活の調和推進の
ための行動指針」を決定し、多様な働き
方ができる環境を整備すること、及び
2017年までに年休の完全取得を目標とす
ることなどの内容を盛り込んだ。また、
厚生労働省も2010年に「労働時間等見直
しガイドライン」の改正を公示し、同じ
ように多様な働き方を可能にする環境の
整備や労働時間短縮、年休の取得促進へ

の事業主の努力義務を定めた。
このように日本では、ワーク・ライ

フ・バランスの実現に向けた政策の一環
として、政府レベルで「働き方の見直し」
が推進されているが、先に述べたように
期待通り実現に向かっているとは言い難
い。このような現状を踏まえ、ワーク・
ライフ・バランスについて再度認識を深
め、「働き方の見直し」を推進するため
の方策を調査することが本研究の問題意
識である。

）調査研究の目的　
ワーク・ライフ・バランス論が政権の

トップテーマのひとつとして位置づけら
れ、官民一体となって推し進められてい
るドイツにて調査研究する。ドイツは欧
州のなかでも「働き方の見直し」が進ん
でいる国のひとつでもある。また、日本
と経済規模も同等であり、少子高齢化な
どの社会構造や経済的背景も共通してい
る部分が多い。そのため参考となる施策
や制度が存在すると考える。加えて、英
語での調査研究活動が可能なこともドイ
ツを選定した理由のひとつである。ワー
ク・ライフ・バランス政策の中で、どの
ようにして働き方の見直しが進められた
のか。また、柔軟な働き方を可能として
いる制度、年休の取得状況や休暇制度に

「柔軟な働き方」と「長期休暇制度」の導入
～ワーク・ライフ・バランス政策の一環として～
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ついて日本との比較考察を行う。そして
本学のワーク・ライフ・バランス向上に
寄与できる施策を検討する。

）調査研究の方法　
事前調査として、日本とドイツのワー

ク・ライフ・バランスに関して文献等に
て情報収集を行う。また、本学の休暇制
度や年休取得率について分析を実施す
る。ドイツでは、国内最大の物流拠点で
あり多くの企業が進出しているハンブル
クを拠点に滞在し、現地調査を行う。現
地企業、教育機関、日本法人の支店等を
訪問して、人事担当者従業員へワーク・
ライフ・バランスへの取組み状況、年休
の取得状況や利用状況、労働者の意識、
長期休取得中の組織運営、柔軟な働き方
を可能としている制度についてインタビ
ューを実施する。

・訪問先：１２か所。
（内訳）電子・電気　２社　

商社　２社　　製造　２社
会計事務所　１社　
保険　１社　　教育　１機関
不動産１社　　食品　１社　　
金融　１社

２．日本におけるワーク・ライフ・バラ

ンス

）日本におけるワーク・ライフ・バラ
ンス論

日本は、先進国の中でも最も長時間労
働者の比率が高く、それが過労死やメン
タルヘルスの悪化、労働生産性の低下に
つながるなど、働きすぎ社会の弊害が指
摘されてきた。また、少子高齢化、人口
減少社会の到来により、2000年代以降、

ワーク・ライフ・バランスがとれる持続
可能な働き方に対する社会的な要請が高
まった。そして、政府は2007年に「仕事
と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン
ス）憲章」を策定した。その中で、我が
国の社会が、人々の働き方に関する意識
や環境などの社会構造の変化に必ずしも
適応しきれず、仕事と生活が両立しにく
い現実に直面していること、及び家庭や
地域、自己啓発等にかかる個人の時間を
持てる生活ができるよう、社会全体で仕
事と生活の双方の調和の実現を希求して
いく必要があることが述べられた。そし
て、今後、国民一人ひとりの仕事と生活
を調和させたいという願いを実現すると
ともに、少子化の流れを変え、我が国の
社会を持続可能な社会の実現に向けて官
民一体となって取り組みを推進していく
ことが宣言された。

ワーク・ライフ・バランスが実現した
社会の姿とは、国民一人ひとりがやりが
いや充実感を感じながら働き、仕事上の
責任を果たすと共に、家庭や地域などに
おいても、子育て期、中高年期といった
人生の各段階に応じて多様な生き方が選
択・実現できる社会であると定義されて
いる。ワーク・ライフ・バランスの実現
には、多様な働き方・生き方が選択でき
る社会が必要であると言える。

）仕事と生活の調和推進のための行動
指針

この行動指針は、「仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）憲章」で
示す「仕事と生活の調和が実現した社会」
を実現するため、企業や労働者、国民の
効果的な取組、国や地方公共団体の施策
の方針を定めたものである。ここでは、
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行動指針に示されている取組みのうち、
企業と労働者の取組について整理する。

まず、総論で述べられている項目を簡
潔に記載する。

・労使で目標を定めて、計画的に取組
み、点検する仕組みを作り、着実に
実行する。

・労使で働き方を見直す。
・管理職は率先して職場風土の改革に　

取組み、働く者もこれに努める。
・働く者は、将来を見据えた自己啓

発・能力開発に取組み、企業はそれ
を支援する。

・労使は労働契約を締結し、又は変更
すべきものとする。

・労使は連携して仕事と生活の調和に
向けた気運の醸成を行う。

次に、具体的な施策についての項目を
簡潔に記載する。

・育児・介護休業、短時間勤務、短時　
間正社員、在宅勤務など多様な制度
を整備する。

・男性の育児休業等の取得促進に向け
た環境整備に努める。（取得率1.23％
→13％）

・女性や高齢者等が再就職や就業継続
できる機会を提供する。

・労使で長時間労働の抑制を行う。
・労使で年休の取得促進を行う。（取

得率47.4％→70％を目標）
・労使で労働時間改善のための業務見

直しや要員確保に取組む。

企業と労働者の取組みについてのポイ
ントは、「労使で」という言葉が頻繁に
使用されていることである。これはあく
までも方針であり、強制力を持たないた

めに「労使で」という言葉が使用されて
いる大きな要因であろう。よって、ワー
ク・ライフ・バランスを推進するために
は労使双方で協議し、協力することが必
要不可欠であることが伺える。

）労働時間等見直しガイドライン
このガイドラインは　）及び　）で述

べた「仕事と生活の調和（ワーク・ライ
フ・バランス）憲章」と「仕事と生活の
調和推進のための行動指針」の趣旨を踏
まえ、労働時間等の設定の改善に関する
特別措置法に基づき、事業主等が労働時
間等の設定の改善に適切に対処するため
に必要な事項について定めたものであ
る。主に「労働時間等の設定の改善に関
する基本的な考え方」と「事業主が講ず
べき労働時間等の設定の改善のための措
置」について述べられているが、それぞ
れについて簡潔に整理する。

まず、「労働時間等の設定の改善に関
する基本的な考え方」についての項目を
簡潔に記載する。

・労働時間、休日数、年休等に関する
事項について、労働者の健康と生活
に配慮するとともに、多様な働き方
に対応したものへ改善することが重
要である。

・改善に伴う費用を、企業は「コスト」
としてではなく、「明日への投資」と
して積極的に捉える。

・週40時間労働制を導入する。
・年休の取得促進、時間外労働の削減　

に努める。
・経営者は、意識改革、柔軟な働き方

の実現に取り組む。

次に、「事業主が講ずべき労働時間等
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の設定の改善のための措置」についての
項目を簡潔に記載する。

・年休の取得（完全取得が目標）、労　
働時間等の実態を適正に把握する。

・労働時間等に関する労使間の話し合
いの機会を整備する。

・業務の見直しや要員確保等を図る。
・フレックスタイム制、変形労働時間　

制、ワークシェアリング、在宅勤務
を導入する。

・年休を取得しやすい環境を整備する。

ここでも、「仕事と生活の調和推進の
ための行動指針」と同様に、労使による
自主的な取組みが基本とされている。や
はり、ワーク・ライフ・バランスの推進
のためには、労使双方での協議と協力が
重要視されている。また、「柔軟な働き
方」、「多様な働き方」という言葉が繰り
返し使用されており、従来の画一的な働
き方からの変革が求められている。

３．ドイツにおけるワーク・ライフ・バ　

ランス

）ドイツにおけるワーク・ライフ・バ　
ランス論の始まり

ドイツでは、「国力を高める」という
視点から、ワーク・ライフ・バランスが
必要であるという認識を政府が示してい
る。その背景には、日本と同様に少子高
齢化の進展や長期的な人口減少に伴う労
働力不足問題などの社会問題が存在して
いる。ドイツでは、第二次世界大戦後の
ベビーブームを経た後は、出生率の低下
が続き、1995年には1.25まで下落し、ヨ
ーロッパの中で最低レベルとなってい
る。少子化の要因のひとつに、女性の社
会進出が挙げられ、女性の育児と仕事の

両立を助けるための女性支援政策が進め
られている。しかし、その間も女性の労
働力率は上昇を続け、出生率の大幅な改
善はしていない。女性の社会進出が進ん
だことで、一度社会進出した女性が、育
児等により社会から撤退することが、教
育投資の損失や経済競争力の減退に大き
な影響を及ぼしていると捉えられている
ことは大変興味深い。

ドイツでは、社会を持続可能な社会に
するため、ドイツの国力を高めるために
は家族と仕事の関係をより適切に調整す
ることが重要であるとの認識のもとワー
ク・ライフ・バランス政策が政権のトッ
プテーマのひとつとなっている。

このような現状を受け、政府は1998年
から2005年の間に女性支援政策から、男
性を含んだ社会全体を対象とした家族と
仕事の調整政策へと大きく転換してい
る。日本のワーク・ライフ・バランスは、

「仕事」と「生活」の調和となっている
のに対し、ドイツでは、「仕事」と「家
族」となっている。

）ワーク・ライフ・バランス政策の成
功のポイント

ドイツにおけるワーク・ライフ・バラ
ンス政策の成功ポイントは、２つある。
ひとつは、「労働概念の再定義」と「労
働時間の再配分」であり、もうひとつは、

「家族・社会に優しい環境整備」である。
まず、「労働概念の再定義」について

述べる。ドイツでは1990年代後半から
「労働の未来」について大きな注目を集
め、議論されている。雇用労働・収入労
働を唯一の「労働」とせず、労働概念を
根本的に見直して広く定義し直すことに
より、個人としても社会としても、より
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よい生活と仕事のバランスを得るべきで
あるという内容である。

注目すべきは、収入を得る労働だけで
なく、これまで社会的に認められてこな
かった労働にも雇用労働・収入労働と同
じような価値を置くべきであるとされて
いることである。例えば、家事労働、育
児労働、介護労働、福祉・ボランティア
労働、自己啓発労働などである。これま
では、収入労働とこれらの労働を分離し、
社会的な価値に差を設けてきたことを見
直すことから議論が始まっている。労働
とは貨幣と交換される商品、労働の大前
提は有償であるとの既成概念を覆したこ
とが大きなポイントである。これによっ
て、企業内における家事労働、育児労働、
介護労働、福祉・ボランティア労働、自
己啓発労働の地位が大きく向上している。

また、人口の高齢化に伴う職業生活の
長期化という課題も重要なひとつの政策
的論点となっている。ドイツにおいても、
日本と同様に高齢化社会の到来により、
社会保障制度（医療や年金）の給付費が
膨張し、制度の財政的な危機が指摘され
ている。早期退職制度の廃止、定年延長、
年金の支給開始を遅らせることへのイン
センティブの導入などが進んでいる。そ
の結果、従来に比べ生涯における職業生
活時間が長期化する傾向にある。そのた
めに「労働時間の再配分」が政策的に議
論されている。

この「労働概念の再定義」と「労働時
間の再配分」という考えを基に、企業内
においての「働き方の見直し」、いわゆ
る労働時間の柔軟化が特に推進され、柔
軟な働き方を可能にしている。育児や介
護などの家族労働、ボランティアなどの
社会労働のために柔軟に時間を使えるよ

うにする制度が、「基本的には大きな所
得の減少なし」という条件の下に行える
よう模索されている。具体的な政策とし
ては、親時間法やパートタイム法、長期
時間口座制度などである。これらは個人
の人生設計に応じて、個人が労働の選択
をできること、長期的な視野に立ち、生
涯の労働バランスを調整できる社会にす
るという考え方が基盤とされている。

次に、「家族・社会に優しい環境整備」
について述べる。これは、家族と社会や
経済が深く結びつき、家族に優しい環境
が国力を高めるという考えの基に推進さ
れている。家族に優しい環境を整備する
ことで、仕事と生活の両立ができ、優秀
な人材を社会全体として確保すことが可
能となっている。それにより、出生率の
改善や教育投資の損失を防ぎ、経済競争
力の向上、新しい産業や市場の創出が得
られるとの見解を打ち出している。長い
間、男性が働き、女性が育児・家事をす
るという概念の基に、税制をはじめ多く
の制度が設計されてきたが、2005年の

「持続可能な家族政策」によって新たな
制度設計が提言されている。例えば、ケ
ア時間制度、教育時間制度、社会的時間
制度などのオプション時間制度である。
これらは家族の変化と多様化を認めたう
えで、雇用労働以外を積極的に社会の中
に取り入れていく必要性が基盤となり制
度化されている。

４．インタビュー結果の主な内容と事例

の紹介

ここではインタビューした結果を基
に、ドイツにおいて「柔軟な働き方」及
び「多様な働き方」を可能にしている制
度と年休の取得率や取得状況、長期休暇
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制度を中心に具体的な事例の紹介をする。

）年休の取得率と取得状況
企業において多少のばらつきはあった

が、90～100％と高い取得率であった。
基本的に年休を完全取得しないというこ
とは労働者意識としてありえない。ただ
し、ディレクターやスーパーバイザーな
どの上位役職者になると完全取得してい
ない場合もある。ドイツの労働基準関係
法令では、年間24日の年休が付与される
ようになっているが、今回インタビュー
した企業は、それを上回る30日を労働協
約で定めていた。取得状況としては、一
回の取得で10～15日間の連続取得（２～
３労働週）を年間２回に分けて取得する
という利用方法がもっとも一般的なよう
である。これは「休暇のひとつは連続す
る2週間以上でなければならない」とし
ているＩＬＯ132号条約の考え方に起因
している。インタビューした労働者の多
くから、休むことが生きがいであり休暇
を取得するために働いている、というよ
うな回答がなされたことが印象的であっ
た。また、休暇は旅行に出かけるという
意見が多かったが、キャリアアップのた
めの資格取得などの自己啓発に利用して
いるケースも多かった。

）長期休暇取得に関するルールや調整
方法

全ての従業員が10～15日間の連続取得
（長期休暇）をするため、取得に関する
ルールや職場内での調整方法が問題にな
ると想定されそうであるが、取得に関す
るルールを規程や内規として定めている
企業は少ない。多くの従業員を抱える工
場を持っている企業は、休暇を調整する

ための部署を設置したり、次年度の休暇
を前年度の３月までに提出させるような
方法を導入していた。しかし、基本的に
は長期休暇を取得する場合は、事前に課
内や係内の従業員同時で調整を行い、組
織が機能するように配慮されている。ほ
とんどの従業員が半年以上も前から休暇
取得を計画するため、管理者が組織運営
上で問題がないか確認できるようになっ
ており、長期休暇取得に関して大きな問
題は発生していない。また、リスク管理
の一環として、全ての従業員が長期休暇
を取得することを踏まえ、業務分担やジ
ョブローテンションを多く実施するなど
の工夫がなされていた。

ディレクターやスーバーバイザーなど
の上位役職者が長期休暇を取得する場合
は、決裁権限などの重要な権限は上位役
職者、または同列の役職者へ権限が委譲
されるように定められており、会議への
出席や業務の進捗管理などさほど重要で
ないものについては、ネクストポジショ
ンが代行するようになっている。

）フリーマンの活用
これは一般的ではなく、例外的な事例

である。今回インタビューを行った企業
の中で１社のみ導入していた。フリーマ
ンとは、長期休暇を取得した従業員の代
行を行う人のことである。各部門にそれ
ぞれ２～３人のフリーマンが存在してお
り、長期休暇を取得した従業員の業務を
そのまま代行する。よって、フリーマン
は３～４週間ごとに係内や部署内だけで
なく他部署へも異動する。フリーマンは
多種多様な業務を担当するため、その部
門の知識や経験も豊富であり、業務に精
通した人でなくてはならない。本学の総
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務部を例にすると、総務部に属する総務
課、人事課、秘書課などの業務をマスタ
ーしており、かつ、その全ての部署での
勤務経験を有していることが条件とな
る。このようにフリーマンは誰でもなれ
る訳ではなく、高度な能力を有する必要
があり、一般従業員と比較すると報酬も
高い。

）病欠の取扱い
従業員が病欠の場合、日本は当然なが

ら年休を消化しなければならない。しか
し、ドイツでは病欠が公的に認められて
おり年休を消化する必要はない。また、
賃金も６ヶ月までなら100％補償されて
いる。２日以内の病欠なら診断書を提出
する必要はないが、３日以上の病欠にな
ると診断書を提出する必要がある。ただ
し、不正を防止するために３日以内の病
欠であっても雇用主は診断書の提出を求
めることができる。企業によっては、診
断書ではなく、病院の領収書や請求書で
代用可能としている。よって、日本のよ
うに病欠の場合に備えて年休を残してお
く必要がない。

）フレックスタイム制度
ほぼ全ての会社でフレックスタイム制

度が導入されている。ドイツでは1980年
代後半に導入され、既に20年以上にわた
って運用され定着している。企業の多く
が、各企業で定められたコアタイムを基
準に、その前後に自由度を持って就業で
きる時間を設けている。

特徴的であったことは、月曜日から木
曜日までのコアタイムと金曜日のコアタ
イムが異なることである。例えば、月曜
日から木曜日のコアタイムは10時から15

時であるが、金曜日については9時から
13時30分というように短縮されていた。
週末がより有効に利用できるようにとの
配慮から、このような時間設定となって
いた。重要な仕事が無い限りは、平然と
14時や15時くらいに帰宅するのが普通で
あるとのことだった。

もうひとつ特徴的だったのが、フレッ
クスタイム導入後に始業時間を設定して
いなかったら、始業時間が極端に早くな
った事例が多く存在したことである。6
時に出社して15時には帰宅するという従
業員が続出したそうである。日本人がフ
レックスタイムを遅く出社するために利
用しているのとは対照的に、ドイツ人は
早く出社し早く帰宅するための制度とし
て利用している。

）長時間口座制度（Extending compen-
sation time accounts）

この制度も全ての企業で導入されてい
た。労働時間を拡張して埋め合わせる制
度である。この制度を簡単に説明すると、
月の所定労働時間をある一定の範囲内

（上限20時間、下限20時間など）で柔軟
化させることができる制度である。

例えば、月の所定労働時間が140時間
だとする。その月が繁忙期であり、160
時間働いたとすると所定労働時間を20時
間超過している。その超過した20時間に
ついては、次月の所定労働時間から減ら
すことができる（休日を取得できる）。
この場合、超過時間分を休日ではなく、
残業代として請求することもできる。逆
に、その月が家庭の事情など何らかの理
由で休まなければならない時間が多く、
120時間しか働けなかったとすると、所
定労働時間に20時間充足していないこと
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になる。しかし、次月に160時間働くこ
とで埋め合わせすることができる。この
場合、不足している時間分を欠勤扱いと
して取り扱うこともできる。この制度は
従業員だけでなく、企業にとっても残業
代を削減できるというメリットがある。
また、圧倒的に残業代として請求するよ
りも、休日を請求する方が多いとのこと
であった。

）フルタイムとパートタイムの選択と
移動

ドイツには、労働者が育児、介護、自
己啓発研修の受講や進学などの家庭の事
情や人生の都合により、自己の働き方を
選択できる制度が存在する。2001年のパ
ートタイム法で、フルタイム勤務からパ
ートタイム勤務への移動が保障され、パ
ートタイム勤務からフルタイム勤務への
サポートが推進された。日本との相違は、
パートタイム勤務でも正社員であるとい
うことである。パートタイム労働者とは、
短時間勤務の正社員のことであり、待遇
や福利厚生も正社員と同じである。ただ
し、給与・賞与は労働時間に応じて減額
されるが、フルタイム勤務からパートタ
イム勤務へ移動した後、再度フルタイム
勤務へも復帰することができる。育児や
介護、進学を理由にこの制度を利用して
いる事例が多かったが、ボランティア活
動や他の仕事（ラジオのＤＪなど）をす
るために利用されていた事例もあった。
ディレクターやスーパーバイザーなどの
管理職が、パートタイム勤務を取得して
いる実績はなかった。その理由としては、
人事評価や労務管理等の問題がまだクリ
アできていないとのことであった。

このように正社員という雇用形態が変

わることなく多様な働き方が可能である
ことが印象的であった。日本にもパート
タイム勤務と呼ばれる労働者が存在する
が、ただ臨時職員、派遣社員などの多様
な雇用形態があるだけで、待遇や条件面
では正社員とは大きく異なり、多様な働
き方ができるドイツのパートタイム勤務
とは全く異なるものである。

５．日本とドイツのワーク・ライフ・バ

ランスの比較考察

ドイツの特徴としては、労働時間の弾
力化と柔軟な運用によって、「多様な働
き方」「柔軟な働き方」が可能になって
いることである。性別に関係なく家庭や
人生の都合に応じて、仕事と両立させる
ことができる環境が整備されている。こ
の点が、日本とは異なる点であり、政府
の立法を伴った積極的な政策的支援であ
ることも注目すべき点である。それだけ
でなく、企業の独自イニシアティブも存
在しており、官民一体となってワーク・
ライフ・バランスが推進されている。人
生の特定の時期における負担を分散さ
せ、長期的な視点から労働を見直した時
間政策の概念には、大いに賛同すること
ができた。日本のワーク・ライフ・バラ
ンス政策を進めるうえでは、「労働概念
の再定義」と「労働時間の再配分」とい
う考え方が十分に考慮され、「多様な働
き方」「柔軟な働き方」が可能となるよ
うに検討されるべきだと強く実感した。

「労働概念の再定義」が必要な理由と
しては、急速に進む少子高齢化や東日本
大震災が発生した現状では、育児労働、
介護労働、ボランティア労働は、社会全
体においてより一層重要性を増してくる
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ことは間違いない。これらの労働なくし
て、持続可能な社会の実現はありえない
だろう。また、膨大に増え続ける社会保
障費の抑制と年金財政の悪化を防ぐため
に、先日（2011.10.11）開催された厚生
労働省の社会保障審議会年金部会では、
年金の支給開始年齢を68～70歳に引き
上げることを視野に検討に入っている。
仮に引き上げが実現した場合でも、2024
年以降の実施となり、若い世代に痛みが
集中する。現在、年金を受給している団
塊以前の世代と、いま働いている若い世
代の労働時間を比較すると、今後ますま
す世代間格差が拡大するであろう。70歳
まで引き上げられた場合、生涯の職業生
活は、60～62歳定年が通例となっている
現在よりも10年も長期化することにな
る。若い世代は、この格差につい納得で
きるだろうか。

この格差を少しでも埋めるためにも、
「労働時間の再配分」という考え方は必
要不可欠である。少し極端ではあるが、
団塊以前の世代の働き方を「太く短く」
とするなら、我々若い世代は「細く長く」
働くことで、生涯の職業生活時間の世代
間格差を是正することも検討の余地があ
るのではないか。そのためにも年休の完
全取得という目標は、達成されなければ
ならない。当然、定年延長を前提にした
引き上げであるため、企業としても高齢
者に配慮した労働環境を整えならければ
ならない。仮に定年を70歳とすると、従
来の典型的な働き方、すなわち正社員で
あれば定年のまでフルタイム勤務すると
いう働き方は、今後ますます社会と不整
合を起こしていくのではないか。将来を
見据えて、短時間勤務、在宅勤務、長期
休暇の取得など「多様な働き方」「柔軟

な働き方」について真剣に取り組むべき
である。

さらに「多様な働き方」「柔軟な働き
方」を推進すべき理由として、家族の介
護責任を担う従業員が発生した場合を想
定する必要がある。特に、団塊の世代が
75歳を超える2020年頃からは、介護責任
を担う従業員が急速に増加することが予
想されている。その上、年齢的にも管理
監督職などの中堅以上の従業員が直面す
る割合が高くなるであろう。そのため、
業務代替も容易ではなく難しい場合が想
定される。しかも、介護は育児のように
事前に予測しにくく、突発的に発生する
ことが多い。期間も含め、どの程度の介
護負担になるかなどの見通しも立たず、
仕事との調整も難しい。実際に、インタ
ビューした企業でも管理職が突発的に介
護に直面した事例があり、それを機に管
理職の短時間勤務について、処遇や評価
などの人事制度改革に取り組んだ企業も
存在した。自分の身に置き換えて考えて
みた場合、介護を視野にいれると「多様
な働き方」「柔軟な働き方」を推進する
重要性が理解し易いのではないだろう
か。介護だけでなく、その他の突発的な
事由が発生した場合など、様々な状況に
対応できる制度を有しておくことは、緊
急時の危機管理としても威力を発揮でき
るはずである。

上述のとおり、日本の働き方の大きな
課題は、「多様な働き方」「柔軟な働き方」
ができない正社員である。家庭への責任
や人生の段階に応じた個人の要望を満た
すために、働き方を選択することは、正
社員という雇用形態のままでは難しい。
労働者の価値観やライフルスタイルは多
様化しているのが実情である。日本のワ
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ーク・ライフ・バランスの向上を図るた
めの最も重要な要素は、多様性と柔軟性
ではないだろうか。多くの日本企業が、
多様で柔軟な働き方ではなく、多様な雇
用形態、いわゆる非正規社員や派遣社員
を増加させてしまったことが、ドイツと
の根本的かつ最大の違いである。

次に、休暇についても少し述べたい。
ドイツの年休の取得状況と日本の取得状
況の違いをみると日数もさることなが
ら、休暇に対する労働者の意識が全く異
なっていた。制度や文化、慣習の違いも
あるが、この労働者意識こそが日本の年
休取得が進まない、最大の理由ではない
だろうか。

2008年に旅行会社エクスペディアが年
休に関する調査を行っているが、調査の
項目の中に有給休暇を取得できない理由
が記述されている（複数回答可）。「仕事
が忙しく、年休を取得する暇がない」
39.5％、「もしもの病気や急用などのため
に、年休を残して起きたい」34.1％、「上
司や同僚があまり年休を取っていないた
め雰囲気的にとりづらい」24.0％が続い
ている。その他にも「上司や同僚が年休
を取ることを快く思っていないと感じ
る」などの理由が挙げられている。

これらの理由から、日本人は周りの空
気や他人を気にしてためらいを感じ、控
えめにしか年休を取得できていない人が
多いことが分かる。加えて、ドイツや他
の国では存在しない日本独特の制度であ
る夏季休暇や年末年始休暇などの全ての
労働者に画一的に付与された休暇が定着
していることも納得できる。言い換える
と、日本人は全ての人に等しく、そして
規則で決められた休暇しか取得できない
傾向にある。これは良く言えば、調和を

大切にする日本人の性質によるものであ
ろう。

年休を取得できないという理由が日本
人の気質や性格に起因するとなれば、休
暇を取得し易いように、組織、社内風土
のあり方について改善や適正な人員配置
をすることだけで解決するとは思わな
い。日本人がためらいを感じ、自分で選
択取得できないならば、公平性を担保し
たうえで、個人の希望に合わせて取得で
きるような柔軟性を持った休暇制度を再
構築することもひとつの方法ではないだ
ろうか。その場合、国際基準であるＩＬ
Ｏ条約に批准して、ある程度まとまった
１～２週間の長期休暇を導入することも
検討すべきである。従来から制度化され
ている日本独自の時間単位で取得できる
ような超短期休暇制度と長期休暇制度の
両方の側面を持つことで、日本の休暇制
度は労働者に対してより高い権利保障を
できるようになるであろう。

繰り返しになるが、日本のワーク・ラ
イフ・バランスの実現に向けては、「多
様な働き方」「柔軟な働き方」を可能に
すること、年休の取得率の向上や年休の
完全取得、長期休暇制度の導入などを推
進するべきである。

６．本学への提言（適応可能性のある施　

策の提案）

社会や文化など背景が異なることか
ら、フレックスタイム制度やフリーマン
の活用など、ドイツにおけるワーク・ラ
イフ・バランス政策や企業で実施されて
いる制度をそのまま本学院に適用するこ
とは、もちろん不可能である。しかし、
制度の考え方や概念などの一部を適応さ
せることは可能である。ここでは、本学
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院のワーク・ライフ・バランスの実現に
少しでも繋がるように、また大きな制度
変更を実施することなく実現できること
に重点を置いて適応可能性のある施策を
提案したい。

提案１）夏季休暇期間中の就業開始時間
の見直し

この提案の目的は、労働時間の柔軟化
である。現在、夏季休暇期間中は通常8
時45分～17時20分の就業時間を9時15分
～17時20分として、就業開始時間を遅ら
せることで労働時間を30分短縮してい
る。この30分の短縮を、現状のように就
業開始を遅らせるパターン（9時15分～
17時20分）、通常どおりのパターン（8時
45分～16時50分）、就業終就業開始を早
めるパターン（8時15分～16時10分）の
３つを導入し、個人の希望に応じて選択
できるようにする。要するに就業開始の
8時15分～9時15分の1時間をフレキシブ
ルにする。ただし、始業開始はいつでも
良いわけではなく、30分毎に設定する。

個人的な分析ではあるが、本学には
「朝の時間を有効利用したい人」と「夕
方の時間を有効利用したい人」の双方が
存在していると考える。例えば、前者は
保育所や幼稚園へ送り出す子供がいる家
庭を持つ人、後者は自己啓発や趣味に時
間を利用したい単身者や学校からの帰り
が早い小学生や中学生の子供がいる家庭
を持つ人である。この制度を導入するこ
とで双方がメリットを享受することがで
きる。たった30分でそこまで大きな変化
はないと思う人もいるかもしれないが、
個人的には大いに意味があると考える。
たかが30分であるが、されど30分である。
これを導入するにあたり、大きな支障は

ないと考える。唯一、出退勤管理の問題
が指摘されるかもしれない。ルールは守
るという信頼関係を基に自己申告が最も
良いと考えるが、来年度から導入される
ICカードをタイムカードとして利用する
ことで解決できるのではないだろうか。

提案２）休暇制度の見直し
この提案の目的は、時間単位で取得で

きるような超短期休暇制度と長期休暇制
度の両方の側面を持たせることで、本学
院の職員に対してより高い権利保障を行
い、画一的な長期休暇ではなく、個人の
希望に合わせて長期休暇を取得できるよ
うにすることである。また、年休を計画
的に取得する風土を醸成、危機管理の向
上、人材育成に少しでも寄与することで
ある。

本学院の過去３年間の年休取得率は、
57.4％（2008年度）、56.1％（2009年度）、
58.9％（2010年度）となっている（対象
は専任・嘱託職員、当該年度の付与日数
のみで繰越日数は含めない）。この数字
は、全国平均よりも10％程度上回ってい
る。日数に換算すると本学院の職員は、
年間に10日程度の年休を取得しているこ
とになる。本学院の年間の休日（土日、
祝日、夏季特別有給休暇、年末年始の休
日）の合計は、例年137日前後で推移し
ている。これに先ほどの年休の平均取得
日数の10日を加算すると、年間合計で
147日前後に及ぶ。この日数は、ドイツ
の労働者が年休を100％取得した場合と
比較して遜色ない日数である。ただ、役
職位ごとの取得率は、一般課員のみでは
66.8％と高く、「仕事と生活の調和推進の
ための行動指針」で目標とされていた
70％に近い。それが副課長職以上になる
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と47.4％、課長職以上になると32.2％ま
で減少している。よって、本学院におい
ては、全体の年休取得率の向上に努める
よりも、画一的な休暇でなく、個人の希
望に合わせて取得できる長期休暇の導入
と副課長職以上の年休取得率の改善を優
先すべきある。

そこで、夏季特別休暇と年休のあり方
を変更する。現在は11日の夏季特別休暇
が付与されている。8月10日から8月16日
までの間の勤務日である5日間は、一斉
休暇となっており、残りの6日を夏季休
暇期間中に取得できるようになってい
る。これを一斉休暇の5日だけにして、
残りの6日は有給休暇として付与する。
そうすると、有給休暇の付与日数は20日
から26日に増加する。加えて、労働協約
の年休の部分に「分割された年次有給休
暇のひとつは連続する14労働日以上でな
ければならない」とする。そうすること
で、個人の希望に合わせて取得できる長
期休暇制度が導入できる。また、一般課
員については現状の年間の休日日数の保
持でき、副課長職については年休の取得
率が向上する。労働協約に記載すること
で、「ためらい」を感じることなく、長
期休暇を取得できるように配慮する。課
長職以上についても、可能なかぎりこれ
に準じてもらう。全従業員が２週間以上
の長期休暇を取得するため、当然計画性
が必要になる。管理監督職が長期休暇で
不在にするときは、よほど重要な決裁権
限などを除き、原則、ネクストポジショ
ンへ権限を委譲する。そこに人材育成の
視点や危機管理の側面を持たせることで
組織力の強化も図ることができるのでは
ないだろうか。

以上
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・「仕事と生活の調和憲章」 仕事と生

活の調和推進官民ﾄｯﾌﾟ会議（2007）
・「仕事と生活の調和推進のための行動

指針」仕事と生活の調和推進官民ﾄｯﾌﾟ
会議（2007）

・「労働時間等見直しガイドライン」
厚生労働省（2010）

・「日本人の年休取得行動」 日本労働
研究機構（2003）

・「中・長期休暇の勧め」労経ファイル
（2003）

・「ドイツにおけるワーク・ライフ・バ
ランス」 田中洋子　こども未来財団
（2009）
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2009年4月より2011年３月まで、フラ
ンス、パリを拠点に研修した。自身の作
曲の勉強と演奏活動の他に、パリにおけ
る作曲の現場と音楽教育の現況を調査す
ることが目的であった。この報告書では、
実際、私が定期的に受講、聴講した授業
の内容を中心に、パリの音楽環境の現在
をレポートする。

１. パリ国立高等音楽院

クリスティーヌ・オジェ
Christine Auger教授
ソルフェージュSolf  ge授業　聴講・見学
期間：2009年4月4日～2009年6月30日

パリでは、1980年代以降、実際の楽曲
を学習の対象とし、譜読能力のみならず、
あらゆる音楽性を高めることを目指すフ
ォルマシオン・ミュジカル（Formation
Musicale）が主流となった。その新しい
流れを先導してきたパリ国立高等音楽院
の教育の現場を見学した。

私が見学した時期は、能力不足で所定
のレベルに達しなかった学生を対象に学
年末（6月）の進級試験に向けての対策
授業がなされていた。クラスは、少人数
制で2～4人程度。ピアノからギターまで

様々な専攻生がレベルによって分けられ
ており、授業というよりはグループレッ
スンというスタイル。クラスの人数構成
によって多少変わるが約90分～120分の
授業時間であった。

主な授業内容

１）書き取り聴音：単旋律の暗記課題、
２声部の対位法的課題。

出題者は、演奏前に課題の拍子、調を
明かさない。基準音のみ与え、予備のカ
ウントをせずに、いきなり課題を弾き始
める。必ず一度課題を全部聴かせて音楽
の形式を考えさせる。初回の通奏の後は、
どの課題も２小節、あるいは４小節単位
で切って弾いていく。この分割は、受講
生が課題を記憶して書ける量であり、書
くスピードは問わず、聴くことに重点を
置いていることが分かる。旋律課題は、
和声的ではなく、音を線的にとらえるこ
とが目的で、２声部の旋律課題の多くが、
主唱答唱の形ではじまり、途中声部の停
止があるような、対位法的課題が主であ
った。

２）終止形（カデンツ）の判定
ある楽曲の一部をピアノで演奏し、そ

れを聴いて和声の終止形（完全終止、偽

フランスの作曲と音楽教育の現場について

桐朋女子高等学校音学科　教諭

鷹羽　弘晃

授業の現場
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終止、変格終止）を答えるもの。その楽
曲の調性の判断できない絶対音感がない
学生が、和声を聴いて終止形の種類を即
座に答えていく様に驚いた。オーケスト
ラなどの合奏の際に、演奏している部分
がどの終止形なのか、その感覚を演奏者
全員で共有していることが、アンサンブ
ルのクオリティを上げるのには不可欠な
トレーニングである。大切な感覚を養う
課題であると思った。

３）無調の書き取り
現代音楽が盛んなフランスらしいトレ

ーニング。はじめに基準音を与えたのち
１２音程度の長さのリズムのついた無調
の旋律を弾いて、その音高のみを書き取
る。ト音記号のみならず、ヘ音記号でも
実施しするなど学生の専攻楽器にあわせ
た音部記号を選んでいた。

４）和音聴音：４つの音からなる和音の
聴音

和音の連結で横に各声部を聴いていく
のではなく、４つの音を縦に一度に聴く
ことが求められる。三和音や属７の和音
など、機能和声の和音の他に、ランダム
に４つを選んだような無調の響きも取り
入れてあった。

５）番号付き和声
フランス式数字付き和声の課題。この

課題では和音の連結による和声感も重要
視される。簡単な４声体のコラールの聴
音の後、その和声を数字付き和声記号で
答える。通奏低音を担う低音楽器や鍵盤
楽器専攻生のみならず、どの専攻生も数
字付き和声が必修であった。

６）楽曲視唱
実際の声楽作品を取り上げ、３分の予

見のあと、伴奏とともに歌う。バッハの
アリアなどの古典作品から、ビゼーやオ
ネゲルといったロマン派、近代の作品ま
で、幅広く選曲していた。

７）リズム読み
複雑なリズムの旋律を、歌うのではな

く、リズムをつけて階名で棒読みをする
課題。日本でも最近行うようになってき
たトレーニングだが、まだあまり普及は
していない。他の課題のレベルに比べて、
このタイプの課題は難易度が著しく高い
ように感じたが、あまり他が出来ない学
生も、よくこなしており驚いた。入試課
題にも同様のものがあるので、受験を考
える学生にとっては、このタイプの問題
にあらかじめ慣れておく必要がある。変
拍子や連符リズム、前後の音価に関連の
あるテンポ変化などに日常的に触れるこ
とで、特に現代曲の譜読みが早くなり、
リズムを理解するスピードの向上に繋が
るものである。

８）実際の楽曲を用いた課題
いわゆるフォルマシオン・ミュジカル

の課題の実施。例えばバッハのコラール
の譜面があらかじめ用意され、非和声音
を指摘する、譜面に書かれていない声部
を聴音する、楽譜の中から間違った音を
見つけ指摘する、などの課題をこなす。
現在、フォルマシオン・ミュジカルのテ
キストと課題CDの教材が多数出ている
が、オジェ教授は決まったテキストをず
っと使い続けることは、通常授業でもせ
ずに、副教材として利用しているとのこ
とだった。
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オジェ教授のクラスは、少人数制によ
るそれぞれのレベルにあった手厚いレッ
スンが可能で、回を重ねるごとに学生の
成長がはっきりと見えたことが、その充
実した教育環境を示していた。

２. パリ・エコールノルマル音楽院

エディット・ルジェ
Edith Lejet教授　
作曲クラス受講　
在籍期間：2009年9月～2010年8月　

Dipl  me Sup  rieurコース
2010年9月～2011年3月　
Perfectionnementコース

１）作曲のレッスン
現在、エコールノルマルではルジェ教

授のクラスの他、ミッシェル・メルレ
Michel Merlet教授の２つの作曲のクラス
がある。どちらのクラスもほとんどが海
外からの留学生で、若い学生の中には一
年後に、パリ国立高等音楽院を目指す学
生も含まれていた。

私の在籍したルジェ教授のクラスは６
～７人の学生によるグループレッスン形
式で週に１回５時間。その時間の中で、
生徒は個々の作品を教授に見せ、意見を
聞くというもの。フランスやヨーロッパ
の作曲のクラスの主流はグループレッス
ン方式である。自分の曲を見せる以外の
長い時間は学生にとって必ずしも効率的
とは言えないが、自分以外の学生の曲を
教授と一緒に読譜し、意見を言い合う環
境は非常に有意義であった。

その他に、楽曲分析（アナリーゼ）も
行った。事前に教授が曲を指定し、その
楽譜を持ち寄り、教授の講義を聴く。近
代の曲をアナリーゼすることもあった

o^ é

が、その対象は２０世紀後半の現代作品
にもおよび、フランスの現代音楽の諸相
をその時代を生きる作曲家を通して知る
ことが出来たのは興味深かった。また、
毎回、教授が作曲家の批評やエッセイを
持ってきて、それをもとに同時代の音楽
について、ディベートをする時間があっ
た。パリの演奏会の感想や、現代音楽の
CDを持ち寄り、それに対する意見交換
も毎回活発になされた。このようなゼミ
ナールの形式が、フランス近現代の様々
な楽派を生んだのではないかと実感した。

現在、フランスの現代音楽シーンにお
いて、「特殊奏法による雑音を使った曲」
がひとつのモードとなっている。現在ま
でに雑音を生みだす奏法手段やその記譜
法はある程度、統一されて来ているもの
の、さらに新しい奏法、新しい音の開発
に興味がある学生も未だに多い。そのよ
うな学生の要望に答えて、実際に楽器専
攻生をクラスに招いて、デモンストレー
ションをして貰うことがあった。また、
専攻クラスがなかったり、実際に招くこ
とができない楽器の場合は、教授の紹介
を得て、現代奏法のスペシャリストと呼
ばれる演奏家に直接質問することも出来
た。

２）作品演奏の機会
学生の書いた作品が確実に演奏される

機会が年間３回あった。学生は自ら演奏
者を探さなければならない。学校内のホ
ールで開催されるルジェ・クラスの作曲
年間コンサートと、教室内で行われる初
見クラスとの協同コンサート、その他に
学校が主催するアンサンブル・アルテル
ナンスEnsemble Alternanceのワークショ
ップがあった。アンサンブル・アルテル
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ナンスはパリを拠点にする現代音楽のプ
ロフェッショナルの演奏家集団である。
ワークショップはDipl me Sup rieur以上
の学生対象で、前もって楽譜をアルテル
ナンスに送り、当日に質疑応答をしなが
ら、試演して貰えるという内容。彼らに
とってはワークショップが初あわせにな
る訳だが、さすが、２回も通すと曲の形
になる。現代音楽の最前線の音楽家たち
の感覚に触れ、さらに意見交換の場があ
るというのはとてもいい企画である。

３）試験
私の初年度に在籍したDipl  me Sup  rieur

コースは、室内楽曲２曲（その内1曲は
実際に生演奏しなければならない）と15
人以上のオーケストラ作品１曲を提出す
るというのが課題であった。試験官を前
に自作の簡単なプレゼンテーションを行
う。どの学校もそうだが、フランスの学
年末試験は採点にその学校の教授が加わ
らないというのが一般的で、ベッツィー・
ジョラスBetzy Jolas女史やニコラ・バク
リNicolas Bacri氏ら、作曲家が外部より
呼ばれていた。試験後、結果発表の後に、
学生が直接試験官に感想を聴ける場が設
けられており、アドバイスを得られたの
がとてもよかった。このような場は毎年
ある訳でないというが 、今回は作曲の審
査の後で、審査員に意見を聞くことが出
来て、これまでにない貴重な体験となっ
た。また、審査員のそれぞれの視点から
の発言があり、とても有意義であった。

ジャン=ドミニク・パスケ
Jean-Dominique Pasquet教授
楽曲分析（アナリーゼ）クラス聴講
期間：2009年9月～2010年5月

私が聴講したクラスは、１年目にロマ
ン派までを終えた２年目のクラスで、近
代以降の作品が対象であった。ドビュッ
シーに始まり、新ウィーン学派、バルト
ークやストラヴィンスキーなど、音楽史
的に重要な作品を取り上げていたが、ル
ーセル、フランス６人組、ジョリヴェや
デュティユーといったフランス音楽の流
れにも同時にスポットを当てていて、教
授独自の視点で語られる内容は大変興味
深かった。この授業はノルマル音楽院と
は違う場所（Cit des Arts）を借りての、
150分授業であった。授業は講義形式で
進められる。どの授業でも思ったことだ
が、フランスは楽譜の著作権の意識が非
常に高く、授業内でも、楽曲の一部がコ
ピーで配布られることはなかった。この
分析の授業では、あらかじめ一年間に取
り上げる曲が発表されるので、その楽譜
を必ず用意していかなければ勉強になら
なかった。また、エコールノルマル音楽
院の学生の多くは留学生で、必ずしも誰
もがフランス語が堪能ではない。そんな
こともあってか、学年末にはレポートと、
音源を聴いてその曲のスタイルや構成を
答える筆記試験の２つが課せられていた
が、筆記試験では、辞書の持ち込みが許
されていた。

クリスティーヌ・マルシェ
Christine Marchais教授　
初見クラス聴講
期間：2009年9月～2011年3月

専攻楽器による初見の訓練は必要不可
欠だが、それをクラス授業としてやるの
は、クラス編成が難しい。ノルマルの初
見のクラスは、演奏学科の必須科目にな
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っている。少人数によるレッスン形式で
の授業はさまざまな専攻楽器が教室を出
入りして、目まぐるしかった。専攻楽器
があまりにも多種なため、毎回学生の楽
器にあったオリジナル編成の作品を探す
のは、不可能である。マルシェ教授は歌
曲や、簡単な旋律による二重奏をその楽
器でやってみるなど、工夫をしていた。
初見奏をする前に十分に予見の時間をと
るのが印象的で、時には、廊下や別室で
予見をさせることもあった。実際に初見
する時には、曲の雰囲気をイメージさせ
ながら演奏するように指導していた。学
生には、常に新しいスタイルの楽曲に触
れさせようとしており、時には、即興的
な現代曲を実習させることもあった。年
一回、初見クラスのまとめとして、コン
サートを行い、そこで、作曲科クラスの
曲をプログラムに加えることで、作曲科
と初見クラスの学生の交流をはかってい
た。

ニーナ・パタルチェック
Nina Patarcec教授
室内楽クラス聴講
期間：2009年9月～2011年3月

ノルマルの室内楽クラスは、演奏学科
の必須科目なので、あらゆる学年の学生
がエントリーする。すでにメンバーを固
めてエントリーしたグループ以外は、レ
ベルの違う学生間でも教授が選んでグル
ープを組むことになるので、グループに
よってはメンバー間のレベルの違いが原
因で、思うような演奏結果につながらな
いこともあった。レッスンは、一グルー
プ４５分で行われる。

パタルチェック教授のレッスンは、受

講生の演奏上の問題を的確に言い当て、
分かりやすく説明してくれることで定評
があった。また、室内楽クラスのグルー
プは、学校関係の様々なコンサートに推
薦されることがあった。

３. その他の学校、施設

（１）地方の音楽院

パリでは国立音楽院の他に地方音楽院
でも多くの留学生が学んでいる。パリ地
方音楽院の他、リュエイユ＝マルメゾン
Rueil-Malmaison地方音楽院、オーベルヴ
ィリエ・ラ・クルヌーヴAubervillier-La
Courneuve地方音楽院といったパリ近郊
の音楽院でも、第一線で活躍する作曲家
や、在パリのオーケストラの首席奏者が
教授陣に名を連ねており、彼らを目当て
に在籍する留学生も少なくない。

2010年4月に、パリの西、ブローニ
ュ＝ビヤンクールBoulogne-Billancourt地
方音楽院のローラ・モラビトLau r a
Morabito教授（チェンバロ）の招きで、
日本音楽週間に参加した。その中で、自
作「マリー＝アントワネットの音楽小箱」
より「首飾り」が、12歳の少年によって
演奏された。12歳以下の導入教育が盛ん
であるとは聞いていたが、難曲をさらり
と弾いた若きソリストに大変衝撃を受け
た。教師陣と生徒が一緒になって行うス
テージがたくさんある学内音楽祭や、教
育的作品の公募コンクールなど、アラ
ン・ルヴィエAlain Louvier学長のもと積
極的な活動をしていた。

（２）IRCAM：フランス国立音響音楽研

究所

17

フランスの作曲と音楽教育の現場について



同研究所の技術者のカリム・アダッド
Karim Haddad氏の案内で2010年６月29日
に訪問した。同研究所は電子音響研究の
世界最先端を行く技術力を誇り最新の設
備が揃っている。アダット氏は数々のソ
フトの開発に携わり、現在はパリ国立音
楽 院 の 作 曲 支 援 プ ロ グ ラ ム C A O
(Composition assist e par ordinateur) 授
業の講師も勤める。無音響室やスタジオ
などを見学した後、自身の作品のプレゼ
ンテーションをしてくれた。内容は
Audio Sculpt, OpenMusicといったIRCAM
が開発した音響ソフトを実際動かして、
倍音成分を人工的に変えたり、電子音を
モニターしながら、コンピューターに音
を選ばせて、音響を創っていくという実
演で、とても興味深かった。作曲支援プ
ログラムを使って書かれた楽曲は聴いた
ことがあったが、その過程を見たのは初
めてで、まだまだ様々な利用法があるの
ではないかと思った。また、現在のテク
ノロジーでは、音響設備さえ揃えば、ノ
ートパソコン一台であらゆる電子音響が
作れることに、改めて驚かされた。作曲
家のための研究課程Cursusや、フォーラ
ムForumという一般者向け教育コースに
ついても説明があり、プロフェッショナ
ルな創作活動のメッカという一面だけで
なく、万人に研究所の活動を知って貰う
ために開講しているコースがあることを
知った。

つぎに、パリでの若い音楽家たちに実
際どのような演奏の機会があるのかを、
体験をもとに報告する。日本の音楽環境
に比べて、パリでは若い音楽家にとって、

演奏の場を探すことは決して困難ではな
い。

１. 学校、及び公共機関のコンサート

私の在籍したエコールノルマルは学内
にコンサートホールがあることもあり、
昼休みと夜の時間で演奏会や一般向けの
公開レッスンが頻繁に行われていた。特
に昼の演奏会は、教授の推薦があれば出
演できるので、学生にとって、このコン
サートの出演がひとつの手の届く目標と
なっている。

音楽学校は、プロの音楽団体との交流
も盛んで、パリ国立音楽院では、パリ管
弦楽団や現代音楽の演奏団体として由緒
あるアンサンブル・アンテルコンテンポ
ランといったオーケストラとの合同演奏
会が、年間のコンサートプログラムに組
み込まれており、同じステージにプロの
演奏家と学生が立っていた。

また、エコールノルマルでは、パリ８
区の役所と提携して、室内楽の生徒を定
期的に区役所の昼のコンサートに学生を
紹介している。このように音楽学校と役
所で行われるコンサートとの連携はパリ
市内どこも盛んに行われている。

その他にも、芸術家の集まるパリ国際
芸術都市Cit  Internationale des Artsや、
各国の留学生が集まるパリ国際学生都市
Cit   Internationale Universitaire de Paris
といったレジデンスでも、演奏会がよく
開かれており、中には誰でも参加できる
プロによる演奏会や公開リハーサル、講
習会などがあった。

２. 様々な協会Fondation等の団体による　

コンサート

文化都市パリにはたくさんの文化協会
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クールが開催される。ロン・ティボーコ
ンクールやロストロポーヴィッチ・コン
クールなど、最高峰の国際コンクールが
ある一方、エントリー料がない小規模の
室内楽コンクールも多く、手軽に参加す
ることができる。また、地方にも現代音
楽演奏専門のコンクールや、連弾や弦楽
四重奏に限ったコンクール等があり、特
色あるコンクールが豊富である。

５.その他の演奏する機会

フランスでは、美術アトリエ、カフェ
といったスペースから個人宅まで、人が
集まるところにはコンサートの機会が自
然に生まれる。これは、現代にもサロ
ン・コンサートの伝統が残っているから
であろう。聴衆も身近に音楽を楽しむ方
法を知っていて、また、かつてのパトロ
ンのように、若手音楽家を応援するのを
一つの楽しみとする人も未だに多く見ら
れる。

近年、多くの学生がパリ留学を夢みて
おり、実際にパリへの音楽留学生は増加
傾向にある。留学前の彼らに現在のパリ
の情報を伝えることで、彼らの留学がよ
り有意義なものになるようサポートした
いと考える。また、日本とは違った音楽
教育を体感したことで、視野が広がった。
この研修期間中に語学学校に通ったこと
は有益で, 様々な国からの留学生たちと
の情報交換、また、特にフランス人との
交流の輪を広げることが出来た。今後の
自身の勉強と教育現場に生かしたいと考
える。

や団体がある。彼らは演奏会や招聘講師
による公開レッスンを主催し、若い音楽
家を応援している。私が作曲の指導教授
を通じて紹介されたUFPC(女性の指導
者、作曲家と音楽家たちの協会Union des
Femmes Professeurs Compositeurs et
Musiciens Assoi  s)は毎月、小さなアトリ
エや教会、楽器店のサロンなどを借りて
コンサートを主催し、パリの音楽学校の
若い学生に作品発表の場や演奏の機会を
与えている。フランス国以外、各国の在
パリの団体も文化活動が盛んで、日本の
例を上げれば、パリ日本文化会館、パリ
日仏文化センター等で、若い音楽家の演
奏会が定期的に行われており、留学生の
交流の場となっている。

３. 教会でのコンサート

日本とは大きく違うのが教会の存在で
ある。パリには各地区に複数の教会があ
り、その教会が若手音楽家に演奏の場を
提供していることが多い。礼拝の時間の
前後でコンサートを主催している教会が
多く、それを楽しみにしている固定の聴
衆も多い。コンサートは一般的に30分か
ら60分程度の時間で、プログラムも教会
の担当者と相談しながら自分で決められ
る場合が多いが、演奏家には聴衆の層を
考慮したプログラミングが問われること
にもなる。また、教会の方針や宗教的な
理由で選曲できないものもあるので、前
もって確認する必要がある。教会の中に
は貸しスペースとして運営しているとこ
ろもあり、若い演奏家が自主企画に利用
していた。

４.コンクール参加

パリとその近郊の都市では様々なコン

e`

所感
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ソー・オランジュリー音楽祭
Festival de l’Orangerie de Sceaux
場所：Orangerie de Sceaux
日時：2010年7月31日
パリ南郊外のオー＝ド＝ セーヌ県、ソー
で毎年夏に開かれている音楽祭にピアノ
で出演した（チェロとの共演）。

プレイエル 若手音楽家コンサート
Thursday Musical Encounters
場所：The Pleyel Showroom
日時：2010年6月17日
ピアノ独奏。自作「アラベスク」他。

UFPCコンサートシリーズ「音楽の出会い」
Rencontres musicales de l’U.F.P.C.
場所：アトリエ・テイラー

Atelier de la Fondation Taylor
日時：2009年5月7日

2010年12月12日
2011年3月19日

自作を含むピアノ独奏、または室内楽で
出演。会の趣旨に沿って、近代フランス
の忘れられたレパートリーを取り上げ
る。

UFPC演奏会
Concert de l’U.F.P.C.
場所：サン・メリ教会 Eglise St.Merri
日時：2010年5月16日
ピアノ独奏。自作「アラベスク」他。

コンサートシリーズ「マレ地区音楽の時
間 Heure Musicale au Marais」
場所：アルメニア聖十字教会

Eglise Sainte Croix des Armeniens
日時：2009年10月24日、10月31日、12月

６日

＜研修中の主な作品発表、演奏出演＞

エコールノルマル作曲初見クラス合同演
奏会
場所：エコールノルマル内　サル・ミュン

シュ
日時：2010年2月3日

2011年1月16日
「春の日に、向かい合って～２つの旋律
楽器のための」初演。

「ヴィオラのための12進法のかぞえうた
（抜粋）」演奏。

エコールノルマル作曲クラス「年間コン
サート」
場所：エコールノルマル内　サル・コルトー
日時：2010年4月15日

「ウロボロス～フルートのための」演奏。

エコールノルマル「アンサンブル・アル
テルナンス・ワークショップ」
場所：エコールノルマル内　サル・コルトー
日時：2010年4月6日

2011年3月28日
「Entr e～小アンサンブルのための」の一
部が公開試演される。

「Rentr e～小アンサンブルのための」の
一部が公開試演される。

日本音楽週間
Semaine de musique japonaise
場所：Boulogne-Billancourt地方音楽院内

ホール
日時：2010年4月10日

「首飾り～チェンバロ・ソロのための」
演奏。
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2010年8月20日、10月9日、10月
24日、3月19日

室内楽コンサートに企画製作に携わり、
ピアノ演奏で参加した。コンサート内で
は、「ヴァイオリンとピアノの為の
Flowsion」の初演など、自作を含め、積
極的に日本人作曲家の作品を取り上げ
た。

アンサンブル「パ・ドゥ・トワ」演奏会
場所：Chapelle Saint-Bernard

聖ベルナー教会
日時：2010年6月26日
アンサンブルのコンサート企画製作、ピ
アノ演奏。自作「14ひきのピクニック」
を演奏。

8区　昼の室内楽演奏会
場所：8区役所内サロン
日時：2011年3月17日
ピアノ演奏（フルート・クラリネットと
の共演）。

平成21年度海外研修員

研修先①パリ国立高等音楽院
②エコール・エトワール校　
③パリ・エコールノルマル音楽院
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（１）今回の留学の意義

７月24日（土）から８月22日（日）ま
でカンタベリーに行き、４週間、語学学
校「スタフォードハウス・スクール・オ
ブ・イングリッシュ」のインターナショ
ナルクラスで英語の勉強をしてきた。午
前中は英語力をつけるための授業（リー
ディング、リスニング､ライティング、
スピーキング、文法）、午後はオプショ
ンの授業になっており、英語劇、あるテ
ーマについてのディスカッション、ビジ
ネス英語､資格試験に合格するための英
語･･･などから自分で選択した。

インターナショナルの文字通り、いろ
いろな国の人たちと英語の授業を受け
た｡アジアからは､韓国、中国。中東から
はサウジアラビア、リビア。ヨーロッパ
からは、ロシア、イタリア、スペイン、
オーストリア、ドイツ、フランス、など
の人たちと英語を通して交流をしてきた
のだが、それぞれの国民性や、英語の発
音の違いが分かり、よい経験となった。
英語に関して言えば、やはりヨーロッパ
の人たちは、自分の言語と英語が近いせ
いか､単語力､スピーキング力、リスニン
グ力に優れている。一方、アジアの人た
ちは文法の力がある生徒が多い。英語の
力に差はあるにしろ、いろいろな国の人
たちと英語を通して交流ができたことは

すばらしいことであり、英語は国際語で
あることを実感した。

彼らとの交流で分かったことは、日本
のイメージは任天堂ゲーム機、ホンダ、
トヨタに代表される車、昔、侍が活躍し
た時代がある何か神秘的な国、また日本
人のイメージは数学や理系にすぐれた
人、礼儀正しい人であった。意外だった
ことは、韓国の人たちが一番私に話しか
けてくれたことだった。彼らは日本語に
非常に興味を示し､日本の文化にも興味
を持っているようだった。韓国とは韓国
併合から今年でちょうど100年であり、
暗い過去があるが、そのような暗い過去
の話は全くしなかった。近い国同士とい
うことで親近感があるのか、日本語を勉
強したいという人もいた。

国籍、年齢、性別を問わず、少しでも
英語を学びたいという気持ちにあふれて
いることは間違いなく、国際社会で英語
力の重要性は高まる一方である。日本に
おいても、いろいろな会社で、英語を共
通語にしようという動きがあるし、
TOEICを受験しようという大学生が増え
てきている。しかし、残念なことは、海
外に留学しようとする日本人が減ってき
ているという事実である。私がこの語学
学校のインターナショナルクラスで唯一
の日本人であったし、他の語学学校の情

イギリスの文化理解と語学力向上
～イギリス英語とは？理想の英語教員とは？～

文化学園大学杉並高等学校　教諭

浅田　憲人



報を聞いてみても、日本人の数は他の国
の人たちと比べると随分少ないようであ
る。もちろん、英語の勉強は日本でもで
きるし、大学入試やTOEICを含む資格試
験などは過去問を解いたり、その試験の
ための塾や予備校に通った方が成果が上
がることもあるだろう。しかし、海外に
出て、いろいろな国の人と英語を通じて
コミュニケーションをとることも大切で
ある。なぜなら、コミュニケーションは
言葉を話したり、聞いたりすることだけ
ではないからである。直接いろいろな国
の人と話すことによって、その国の人の
考え方や､文化、習慣がよく分かるのである。

日本人の国際社会における問題点は英
語が苦手であるということだけではない
と思われる。日本人の特性として、どう
しても日本人だけで行動しようとしがち
であることだ。積極的に他の国の人たち
とコミュニケーションをとってこそ真の
意味での国際交流である。これから､国
際人を育てる教師の１人として、生徒に
対し､積極的に海外に出ていろいろな国
の人たちと交流するよう呼びかけていく
つもりである。英語を教えるだけではな
く、英語を使っていろいろな国の人とコ
ミュニケーションをはかることの重要性
を伝えていきたいと考えている。その意
味で今回の１ヶ月の研修はとても意味が
あったと考えている。

（２）素晴らしい先生との出会い

午前中のクラスでマリアという40代ぐ
らいの女性の先生と出会うことができ
た。彼女は途中から休暇をとることとな
り、実質教えてもらったのは２週間程度
であったが、同じ英語教師として､参考
になる点がたくさんあった。それを以下

にまとめてみた。
１．発音がきれいであった。（発音指導

もしっかりしていた）
２．文法的説明をしっかりしてくれた。
３．生徒の様子に応じてレッスン内容

も変えられる柔軟性があった。
４．生徒の質問に対して１つ１つ見逃

すことなくとりあげ、丁寧に例を挙
げて納得できるまで説明してくれた。

５．導入や展開、宿題など生徒に飽き
させない授業をしていた。

６．ゲームやペアワークをやった場合、
それをやりっぱなしにせず、必ずその
後授業で取り上げ、知識の整理､生徒
の間違いの訂正を行った｡

７．自分の考えをしっかり持ってそれ
を生徒に伝えていた。

１は英語の教師としてはとても大切な
ことだと思う。今回の留学中で会った先
生の中で彼女の発音が一番聞き取りやす
かった。話すスピードは速いけれども、
聞き取りやすいのである。私たち日本人
はどうしてもアメリカ英語に慣れている
せいか、イギリス英語が聞き取ることが
難しい。しかし、彼女の発音はイギリス
英語でありながら発音がクリアーなた
め、どんなに速く発音してもわかりやす
かった。また、話すスピードや、言い方
も時と場合によって使い分けていた。例
えば、ある生徒からAという表現とＢと
いうの表現の違いを説明して欲しいとい
う質問が出たときに、AやBという表現は
それぞれ「○○のような場合に使う」と
はっきりと言い、その後ゆっくりとした
語調で例を話し、最後に速い語調で最初
に言ったことを繰り返す、という具合で
あった。
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また、発音指導もしっかりしてくれた。
教師にとって生徒の発音を直すというの
は非常に難しいことである。生徒の発音
が間違っているたびに間違いを指摘して
いくと生徒も英語を話すことが嫌になっ
てしまうことがありうるからである。し
かし、何も指摘しないでいるとそのまま
の発音でしか変わらなくなくなってしま
うのでやはり間違いは指摘しなくてはい
けない。

彼女は次のようなやり方をしていた。
まずは生徒に言いたいことを言わせた
後、「今言った中で、○○という発音と
○○の発音は違うので、もう一度発音し
てごらん。」といった具合であった。例
えば、スペインから来た生徒がＲとＬの
発音を間違えたとすると、その場でその
生徒に発音させるだけではなく、そのク
ラスにいる他のスペイン人にも発音さ
せ、「スペインから来た生徒はＲの発音
はとてもうまいんだけれども、Ｌの発音
はできない人が多い」と言って何度も何
度も生徒に発音させた。

スピーキングで大切なのは１.発音
２.文法　３.内容の３つであるが、彼女
は発音指導をとても大事に考えていた。

「もちろん、英語は今や国際語なのでい
ろいろな発音があっても仕方がないこと
もある。しかし、お互いのコミュニケー
ションでトラブルが起こりかねない部分
の発音は矯正しなくてはいけない。」と
いうのである。例えばＲとＬの発音であ
る。Rice(米）とLice(しらみ）では全く
違う。このような大切な発音はきちんと
身につけなくてはいけないというもので
ある。また、彼女によると、それぞれの
民族に応じて、苦手な発音、得意な発音
があるというのだ。日本人も、ＲやＬの

発音が上手くできない生徒が多い。つま
り、母国語にない発音はできないのであ
る。それを指摘し、何度も発音すること
によって､矯正できると彼女は考えていた。

２は生徒からの文法についての質問に
きちんと答えられるかどうかという点で
ある。イギリス人でも文法をきちんと説
明することは難しいようである。彼女以
外の先生では満足のいく答えができた先
生はいなかった。例えば、次のような３
つの文章の違いが説明できるだろうか。

①．I'll see my doctor tomorrow.
②．I'mgoing to see my doctor tomorrow.
③．I'm seeing my doctor tomorrow.
彼女の説明はこうである。①はpredic-

tion （予測）であるので医者に行く可能
性は50パーセントである。②はplan（計
画）であり、以前から予定していた場合
使うので可能性は80パーセントである。
③はarrangement（準備、てはず）がで
きている状態を表しており、医者に行く
可能性は99パーセントである。

では、次はどうであろうか。surprising
とsurprisedとの違いはどうか。彼女はこ
う説明した。驚きという感情を与えてい
るのが～ing 感情を与えられているのが
～edである。

④．They looked surprised. 彼らは驚い
たように見えた。（ つまり、彼ら
は驚きを与えられたように見えた
のでsurprisedである。）

⑤．He finished the work with surprising 
speed. 彼は驚くべきスピードで
仕事を終えた。（ つまり、人に驚
きを与えるスピードで仕事を終えた。）

このように、きちんと違いを説明できる
と生徒も納得するのであるが、なかなか
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きちんと説明できる先生はイギリス人で
もいないのである。

英文法ではないがなぜ繁華街のことを
downtownというのか。彼女の説明はこ
うである。繁華街とはその町の中心地で
ある。「イギリスの住所は中心地から順
番に番号をつけていったので、町の中心
地に行くほど住所の番号は下がっていく
からなのである。」

３・・・午前中は90分授業を２コマだ
った。20才以下の生徒はどうしても集中
力が欠けてきてしまうことが多かった。
その時はゲームをしたり、映画を見たり、
時には外に出かけていき、スターバック
スでクイズ大会をしたりと生徒の様子に
合わせて授業を変えていた。自分が教え
るべき計画はあると思うが、生徒のやる
気が伴わない限り教育効果は半減であ
る。生徒の状態に常に配慮し、それに応
じて授業を変えられる柔軟さを彼女は持
っていた。

４・・・インターナショナルクラスで
あるので、やはり生徒は自分の意見や疑
問を授業の中で教師にぶつけくる。それ
に対して彼女は決してスルーすることな
く、１つ１つ丁寧に答えていた。授業を
中断してでもである。大したことのない
ことでも、彼女は丁寧に答えていた。そ
れほど生徒の発言を大切にしており､も
し授業内で返事ができなければ、授業終
了後でも質問に答えていた。そのような
熱意は私も見習うべきことである。

５・・・ジョークや国民性の違いの授
業をするときもまず生徒それぞれの国に
どのようなジョークがあるのか、どうい

う習慣があるのかを生徒たちに聞くこと
からはじめた。また、イギリス英語とア
メリカ英語の違いについて話をするとき
も５つの単語をまず書かせて、そのスペ
リングによってそれぞれの国がどちらの
英語を主に教えているのかという現状を
認識させた。つまり、現状を把握した上
で、レッスンを進めていくというスタイ
ルをとっていた。またこんなこともあっ
た。宿題が出て、不満を言う生徒に対し
て彼女は「なぜ宿題を出すのかを考えて
みなさい。」と言った。その生徒が「そ
れは、次の授業で時間を省くため。」と
答えたのであるが、彼女は「そうではな
い。今日習ったことの知識を定着させる
ためである。」と言って生徒を諭したの
だった。また次のような授業もあった。
E-mailを書いてくる宿題が出た次の日に、
それを先生に提出するのではなく生徒同
士で交換させ、まず、文法的に間違った
ところがないかをチェックさせ、そのあ
と、そのE-mailに対する返事を書かせた。
また別の人にその文章が文法的に間違っ
ていないかどうかをチェックさせ、その
返事を書かせる。というように続々と文
法チェックと返事を書いていくというも
のだった。もちろん、最終的には教員が
文章を訂正するのであるが、まず、生徒
同士で間違いをチェックするプロセスを
入れ、お互いの間違いを発見させるとと
もに返事も書くというやり方はおもしろ
いと思った。また、映画を見せてくれた
ことがあったが、ただ単に映画を見せる
のではなく、途中で何度も画像を止め、

「あなただったら、こんな時どうする。」
「主人公のとった行動に対して共感でき
るか。」「どうしてこのような行動を主人
公は取ったと思うか」などその都度考え
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させた。この授業はこれからこのような
状況に自分が置かれた時どのような行動
を起こしたらいいのかを考える意味で
も、英語の授業を超え、人生そのものを
考えさせられた。

またある時は「Englishman in New
York」という曲を聴くことになり、まず
先に曲を聴くのではなく、曲の中に出て
くる重要英単語を13個取り上げ、それぞ
れの意味を推測させた後で、その意味を
的確に教師が説明した。その後、曲を聴
いた。しかし、この13個の単語の中で１
つだけ曲の中に入っていない単語がある
ようにしてあって、それを当てるという
作業を行った。生徒は曲を聴きながら、
出てきた単語を消していったのである。
すると、みんな答えが違っていた。

先生が「それならもう一度歌詞を空欄
を埋めながら、曲全体を聞いてみよう。」
と言い、空欄の部分で曲を止めて、12個
の空欄を埋めていった。その結果、使わ
れなかった単語は実際に使われていた１
つの単語と間違えやすい単語であった。

最後に、｢歌詞について考えよう」と
いうことで１つ１つの歌詞の表している
意味や、作者のいいたいことを考えてい
ったのである。この歌はイギリス人の作
者がアメリカに行ってイギリスとアメリ
カとの違いを実感して、苦しい思いを書
いた曲なのでイギリスとアメリカを対比
する歌詞が多く出てきていた。

この授業を通して、アメリカとイギリ
スの違いや、見知らぬ国から来た人たち
の孤独を理解することができた。また、
歌を歌ったり聞いたりするだけではな
く、本当の意味での歌詞理解が大切だと
言うことを思い知らされた。

６・・・彼女の授業で最も楽しかった
のは生徒同士でゲームをやったことであ
った。ゲーム自体は単純で、日本でも見
られる双六ゲームのようなものである。
例えば、１つのゲームはサイコロで止ま
ったところに書いてあることについて１
分間話し続けるというものだった。２つ
めのゲームはサイコロを振る前にカード
を引き、プラスが出たらサイコロで止ま
ったところに書いてあることに賛成の意
見を言う。マイナスが出たら反対の意見
を言うというように、自分の意見にかか
わらず意見を言えるようにするというも
のであった。そのゲーム自体も楽しいも
のであったが、彼女はただ生徒にゲーム
を楽しませるというだけではなく、その
ゲームの間、生徒の言葉を聞きメモして
いた。時には、ゲームの途中であっても、

「その考えについて他の生徒はどう思う
か」とか「日本ではみんなそう思ってい
るのか」など生徒１人１人に質問を投げ
かけている場面もあった｡ そして、必
ずゲームが終わったときに、彼女がメモ
していた文章を黒板に書き、みんなが間
違えやすい言い方について解説したり、
ゲームの中で出てきたことに対して、も
う一度話し合わせたりしたのである。

ゲームをやるとただ単に楽しいで終わ
ってしまうことが多いけれども、彼女は
やりっぱなしにせず、ゲームをやったこ
とで話す力、聴く力を伸ばそうと考えて
いたのだった。

７・・・英語の授業で生徒に意見を求
めた後、彼女は必ず自分の意見を言って
いた。もちろんそれは「自分の意見であ
るが」という断りを入れてであった。例
えば、結婚する前に性的関係を持つこと
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に対してどう思うかということに関して
も、「恋人同士になったら、性的関係を
持つのは当たり前である。もちろん、妊
娠などという結果になっては困るが、お
互い信頼し合い、将来を考えているので
あるのであれば性的関係を持つだけでな
く、結婚する前に同じ家に住んでお互い
を理解することは大切である。結婚した
あと後悔しないためにも。」また、「結婚
したら、男性も女性も同じように家事を
するのが当たり前である。子供を産むこ
とは女性にしかできないが、それ以外の
ことはどちらにもできるのであるから、
家事だけでなく、育児やそれ以外の家庭
内での仕事を分担すべきである。」とい
う自分の考えを堂々と述べていた。日本
ではなかなか教師が自分の意見を言うこ
とが限られている場合が多いが、生徒の
意見を聞いた上で、教師としての自分の
意見を言うことも時には必要かもしれな
い。

彼女は厳しい一面もあった。スペイン
から来た18歳がガムを噛んでいた。それ
を知っていて注意しない先生が多いが、
彼女は違った。「あなたは、何をしにこ
こにきたのですか。もし、英語を勉強し
に来たのであれば、ガムを噛んでいては
正しい発音ができない。今すぐ、捨てて
きなさい。」

また、適確なアドバイスもしてくれた。
「英語を流暢に話すことは、英語を速く
話すと言うことではない。ゆっくりでも
いいから、とぎれないで話すことが大切
である」と｡ 例えば、途中で考えなく
てはならない場面では､ Let me see...とい
いながら考えたり､ I thinkと言ったあと
で、多少ポーズを入れるなどである。ま
た、相手に自分のいいたいことを相手に

伝えることが大切なので、「時にはゆっく
り話したり、大きな声で話したりするな
ど抑揚をつけてみなさい。」と。

（３）英語と米語の違い

１．発音が同じでスペリングが違う単語
がある。

２．スペリングは同じで発音が違う単語
がある。

３．スペリングが同じで意味が違う単語
がある。
１・・・彼女からいろいろなことを学

んだが、英語と米語の違いもその１つで
ある。まず彼女は６つ単語を発音してそ
の単語をノートに書かせた。私は次のよ
うに書いた。
①apologize ②favorite  ③program
④catalog ⑤center  ⑥traveled
これらはすべて、アメリカ英語であり､
日本の英語教育はアメリカ英語に偏って
いることが良くわかる。イギリス英語は
次のようである。
①apologise    ②favourite    ③programme
④catalogue   ⑤centre ⑥travelled
① (米) -ize (英）-ise   
②(米) -or (英）-our  
③(米) -gram (英）-gramme   
④(米) -log (英）-logue
⑤ (米) -er   (英）-re    
⑥(米) -led (英）-lled 

比較的長い単語がイギリス英語である。
と説明していた。

２・・・次に彼女は４つの単語を書い
て生徒に発音させた。＜下線部の発音が
違う＞
① financial  (米) [ ai ]   (英）[ i ] 
② privacy    (米) [ ai ]   (英）[ i ] 
③ tomato   (米) [ ei ]   (英）[ :]        
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④ class      (米) [    ]  (英）[ :]  

また、次の５つの単語を追加した。
＜アクセントが違う＞
① controversy  (米) 前のoと後ろのoにア

クセント
(英）前のo又は、後ろのo

にアクセント
② territory        (米)  eとoにアクセント

(英）eにアクセント
③ secretory      (米)  eとoにアクセント

(英）eにアクセント
④ aluminium (米) aと前のiにアクセント

(英）前のuにアクセント
⑤ interesting (米) 前のiと後ろのeに

アクセント
(英）前のiにアクセント

このようにアメリカ英語はアクセントが
２つあるものが多く強弱強弱というよう
になり、非常にゆっくり聞こえる。それ
に対しイギリス英語は一カ所を強く発音
し、速く聞こえる。

彼女はこの10個の中でいくつか組み合
わせて文章を組み合わせて作るように言
い、それをアメリカ英語で発音させ、そ
の後、イギリス英語で発音させた。私は
次のような文章を作った。

The secretary has a lot of financial prob-
lems about her tomato factory.
私はsecretaryはイギリス英語、financial
とtomatoはアメリカ英語で今まで発音し
ていた。日本の中高ではアメリカ英語と
イギリス英語の違いをきちんと説明して
いないことが多いが、違いを明確に教え
た方がいいだろう。

３・・・次の５つの単語は特に注意し
なければならない。
①college ②gas ③holiday ④school
⑤subway

①イギリス英語では16歳以上の生徒が特
定の技術をトレーニングするための学校
であり、日本やアメリカの大学とは違う。
それに対して、アメリカ英語では大学を
意味し、卒業すると学士号が与えられる。

②イギリス英語では単に物質の気体を意
味し、アメリカ英語では石油を意味する。
イギリス英語で石油はpetrolである。

③イギリス英語では夏休み冬休みを含む
学校や仕事に行かない日を言う。それを
アメリカ英語ではvacationと言う｡   アメ
リカ英語でholidayは国民の休日（１日）
を意味し、イギリス英語ではそれを普通
bank holidayと言う。public holidayはア
メリカ英語でもイギリス英語でも国民の
休日（１日）を意味する。

④イギリス英語では４，５歳から18歳ま
での子供が勉強する場所である。大学の
ことをschoolとは言わない。それに対し
アメリカ英語では４，５歳から18歳まで
の子供が勉強する場所だけではなく大学
もschoolと言う。もっと気をつけなくて
はいけないのが、公立学校と私立学校に
ついてである。公立学校をイギリス英語
がstate school、アメリカ英語ではpublic
school、私立学校をイギリス英語では
public school、 アメリカ英語ではprivate
schoolである。public schoolについては
イギリス英語とアメリカ英語では意味が
違うので注意をしなければならない｡
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⑤イギリス英語では車道などを横切る歩
行者のための地下通を意味する。アメリ
カ英語では地下鉄を意味する。地下鉄は
イギリス英語ではtubeもしくはunder-
groundという。
エレベーター・・・（米）elevator 

（英）lift
1階・・・（米）the first floor 

（英）the ground floor
2階・・・（米）the second floor 

（英）the first floor
このように、アメリカとイギリスでは

フロアーについては一つずつずれてい
く。日本はアメリカ式であるが､ヨーロ
ッパ諸国ではほとんどの国がイギリス式
であるとのことである。（私のクラスで
はアメリカ式は私だけでした。） 地下は
イギリス英語もアメリカ英語も同じで地
下１階はthe first basement, 地下２階は
the second basementである。
ポテトチップス・・・（米）potato chips 

（英）crisps
キャンディー・・・（米）candy 

（英）sweet
クッキー・・・（米）cookie 

（英）biscuit
アパート ・・・（米）apartment

（英）flat
庭（一般家庭の）・・・（米）yard 

（英）garden
散歩する・・・（米）take a walk 

（英）go for a walk
映画館・・・（米）the movies 

（英）cinema
並ぶ・・・（米）stand in line 

（英）queue 
横入りをする・・・（米）cut in 

（英）jump the queue

怒った ・・・（米）mad （英）angry
薬局・・・（米）drugstore

（英）chemist's (shop)
wash up・・・（米）手（顔）を洗う

（英）（汚れた）食器を洗う
単語レベル、発音レベルで随分イギリ

ス英語とアメリカ英語は違うのであるが
一番重要な違いはcan'tの発音である。ア
メリカ英語はキャーントですが、イギリ
ス英語はカーン（ト）である。これが分
からないと大変なことになってしまうの
で日本でもきちんと教える必要がある。

（４）英語のいろいろな表現

１cheers ・・・「乾杯」であるが、「こ
んにちは」「ありがとう」「さよなら」
を表すときもある。

２I'm easy・・・どうでもいいよ。
＝ I don't mind(care)

３Please yourself ・・・ご自由にどうぞ
＝ Do it yourself. 

Choose it yourself.
４What are you getting at? ・・・何を

言おうとしているの？
＝What are you trying to say?

What do you mean by that?
５You bet !・・・もちろん、その通りだよ｡

＝You are right.
６Be my guest. ・・・ご自由に　　

=“Mind if I use your phone?”
“Be my guest.”

７Over my dead body !・・・とんでもな
い、だめだ。
＝No way.

８You can't have it both ways.・・・どち
らかを決めなくてはいけないよ。
＝You have to choose.
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９I'm all ears!・・・聴く準備ができてい
ますよ｡どうぞお話下さい。
＝I'm listening.

10 I'll take your word for it.・・・あなたの
言いたいことは分かります でも・・・
＝I'll believe what you say, as I don't know.

11 I wasn't born yesterday.・・・私はだま
されません。( わたしはそんなことを
信じるほど馬鹿ではない。)                     
＝You can't fool me.

12 You could have fooled me.・・・あなた
の言うことを信じられない。
＝I can't believe it.

13 That's more like it.・・・＝That's better.
14 It's all go here.・・・＝very busy.
15 There are no two ways about it.・・・

それは疑いもない事実だ。
16 You've been had!・・・嘘でしょ。

＝You have been taken advantage of.
17 It was staggering. ・・・それは驚くべ

きことだった。
= It was extremely surprising.

18 It was electrifying. ・・・それは非常に
わくわくするものだった。
= It was extremely exciting.

19 It was unprecedented.・・・それは先
例のないことだった。
=It had never happened before.

20 I was gutted.・・・私は非常にがっか
りした。
= I was very disappointed.

21. I hunted high and low・・・私は至る所
を探した。
＝I looked everywhere.

22. I was taken for a ride.・・・私はだまさ
れた。
＝I was conned.

23. It sounded fishy.・・・それは疑わしい

ようにみえた。
= It didn't sound right.

24. I was very naive.・・・私は非常に世間
知らずだった。（だまされやすかった。）
= I was very gullible.

25. I didn't fall for it.・・・私はそれを信じ
なかった。
= I didn't believe it.

26. It had me in stitches.・・・それは非常
におかしかった。
= It was extremely funny.

27. I refused point blank.・・・「絶対ダメ」
と私は言った。
= I said absolutly not.

28. I could hardly contain myself.・・・
私 はとても興奮していた。
=I was very excited.

（５）英文法の大切さ

日本の英語教育において、英文法を教
える授業があまり歓迎されていない。事
実、英文法を教えることがあまり良くな
いことのように考えられている。しかし、
英文法は英文を書いたり、読んだり、聴
いたり、話したりする上での基本であり、
英語学習では欠かせないものである。イ
ギリスでの授業においても、ある活動の
後では必ず英文法のまとめがあった。英
文法は英語を学ぶ上での規則であり、正
しい英語を読み書き聞き話すためには大
切である。日本の教育の問題点は英文法
だけを学んだり、文法を学ぶために教材
を作ってきたところである。（文法を学
ぶこと自体が目的になっていることが問
題である。）イギリスの授業はReading,
Writing, Listening, Speaking の活動を行
った後、その中で大切な文法事項をまと
めて学ぶ際、その文法事項に関するいろ
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いろな文章を取り上げて理解を深めた。
このようなトレーニングは必要であり、
日本で出版されている英文法問題集にあ
るような問題をイギリスでも行ってい
た。私が習った英文法をまとめてみる。
＜分詞構文 participle clause ＞

分詞構文とは ～ing･･･, SV. 下線の部
分をいい、主節（SV)を修飾する。
あくまで主節の補足である｡
分詞構文は次の３つの形がある。
A present participle

Seeing the dog, she braked sharply.    
（犬を見て、彼女は急にブレーキをかけ
た）
A past participle・・・～の部分で受

け身を表す。

Encouraged to write from an early age, 
she published the first book when she
was 12.
(小さい頃から、ものを書くことを奨　
励されていたので、12歳で最初の本
を出版した。）
A perfect participle・・・～の部分で

完了または主節の時制以前の時を表す。

Having seen the house, she knew it
wasn't worth the price they were ask-
ing.

（その家を見ていたので、彼女はその
家は彼らが要求する金額ほどの価値
はないと思った。）

昔日本で行われていた、副詞節を分
詞構文に書き直すということをした。
例えば
Because I'm on a diet, I don't eat sweets.
= Being on a diet, I don't eat sweets.

As I'm tired after a long week at work,
I'ｄlike to spend the weekends relaxing.

= Being tired after a long week at work, 
I'ｄlike to spend the weekends relaxing.

又次のように、分詞構文を接続詞を使 っ
て、副詞節に書き直す作業も行った。

Not discouraged by the long climb ahead 
of them, they set off at dawn.
= They were not discouraged by the long 
climb ahead of them, and they set
off  at dawn.

Not wantingto offend people, they decided 
to extend the guest list to include both
family and friends.
＝As they didn't want to offend people, 

they decided to extend the guest list
to include both family and friends.

Having completed the form,please send
it to the address below.
= After you have completed the form,
please send it to the address below.

Knowing that not arriving on time would 
make a very bad impression, he left with 
plenty of time to spare.
= As he knew that not arriving on time
would make a very bad impression,
he left with plenty of time to spare.

＜関係代名詞の中の前置詞＞

次の各組の２つの文を比較してみる。
1 a)  When I go shopping, I pick the

produce I like the look of.
b)  When I go shopping, I pick the

produce of which I like the look.
2 a)  Are you the person I should speak 

to about opening a bank account?  
b)  Are you the person towhom I should 

speak about opening a bank account?
各組の a), b)共にほぼ同じ意味であるが、
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冠詞になり、複数のものを表す。
(3) I saw a shooting star yesterday.
(4) The shooting star I saw yesterday was

very bright.
(3)のように不定冠詞を使う場合は、「相
手がそれまで意識していなかった、それ
まで聞いたことのない流れ星の話をす
る」ことになる。
(4)のように定冠詞を使う場合は｢どの流
れ星のことを指しているのか、I saw yes-
terdayという説明のおかげで聞き手は分
かる」のである。

(5) I want to buy a bed for my room.
(6) What time do you go to bed?

(5)のように不定冠詞を使う場合は「具体
的な１つのもの」を表す。
(6)のように無冠詞の場合は具体的なもの
そのものよりも、そのもののもつ「働き」
に焦点が当たることになる。つまり、ベ
ッドそのものではなく、ベッドが睡眠を
とるための働きをするという事実に目を
向けている。( go to school, 学校に行く、
→　勉強をしに行く）

(7) This rope is 300 yen a meter
「～につき」という意味を表す語の前に
不定冠詞をつける。
その他不定冠詞を使う場合、in a day(1日
で)、数を強調する場合 from a distance

（いくらかの距離から）「ある」、「いくら
か」の意味を表す。 a Mr. Richardson(リ
チャードソンとかいう人）誰かを指すの
かまだ特定されていない場合、不定冠詞
を使って「リチャードソンという名前の
１人の人」という意味合い。a Picasso(ピ
カソの作品）芸術家などの場合､生み出
した作品は複数あるのが普通なので、そ
ういう数ある作品のうちの１つを指す。
an Einstein(アインシュタインのような
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a)はinformalで、b)の方はformalである。
したがって普通の会話や手紙などではa)
の方を使い。公式の文書では b)の方を
使う。

では次のa) b)の二つの文を関係代名詞を
使って買って書き直すとどうなるか。

1     a) I bought loads of clothes in the sale. 
b) I'll probably never wear most of

them.
2     a) I earn ＄200 a week. I spend half 

of it on rent. 
b) I spend half of it on rent.

3     a) I have several close friends. 
b) None of my close friends enjoys

shopping.     

1   I bought loads of clothes in th sale,
most of which I'll probably never
wear.  

2      I earn ＄200 a week half of which
I spend on rent. 

3     I have several close friends, none of 
whom enjoys shopping.

このように ～, 名詞 of which (whom)
という形の文になる。

＜冠詞＞

定冠詞(the) と不定冠詞(a, an)がある。
もちろんthe は特定の物を指し、a , anは
不特定の物を指す。名詞の前に冠詞がな
い場合は無冠詞となる。

(1) There is a book on the desk.
(2) There are books on the desk.

「数えられる名詞」が単数形の場合､(1)
のa bookのように不定冠詞を使うと具体
的な１つのものを表す。複数形の時は無



人)著名な人物の場合、一種の｢手本｣にな
りえるので、｢～のような人」という意味で
不定冠詞と共に固有名詞が使われる。

(8) He is the only person I can trust.
形容詞の最上級やonly, first, last, sameな
どで限定されている名詞や句や節によっ
て限定されている名詞と共に theは使わ
れる。

(9)The earth goes around the sun.
もともと１つしかないので誤解の余地が
ない物にはtheをつける。

(10) In England, we buy butter by the
pound.

「～単位で」という意味で使う場合は定
冠詞をつかう。

その他定冠詞を使う場合・・・play the
piano, 楽器の前the young (若者) the＋形
容詞で「～人々」を表す。

the Richardsons（リチャードソン夫妻、
一家）姓共有する１つの集団を指す。
the National Museum(国立博物館）, 
the Panama Canal（パナマ運河）
museumやcanalのように、普通名詞

を固有名詞化した場合は定冠詞で限定す
る。ただし、Shinjuku Station （新宿駅）
Narita Airport（成田空港）のように「駅」

「空港」「公園」「橋」などの名詞は無冠
詞になる。

無冠詞の場合・・・by carのように交
通手段、Professor! 呼びかけ、 Mother 家
族関係、He was elected mayor of the city.
(彼はこの市の市長に選ばれた。)官職が
補語になる場合、We invited him for din-
ner. 食事 、play baseballスポーツ、play
chessゲーム、at noon (正午に）by acci-
dent（偶然に）in fact（事実） day and
night（昼も夜も）のような慣用表現。

（６）ライティングについて

４技能の中で一番おろそかにされがち
なのがライティングである。日本の高校
でライティングという授業があるにもか
かわらず、自由英作文をしっかり教えて
いる学校は少なく、英文法のみを教えて
いたり、英文法に付け加えられた短い英
作文をやるにとどまっている場合が多
い。しかし、あるテーマについて自分の
意見を自由に英語で書く能力はこれから
ますます必要になってくる。そのために
は自分で英文を書いてネイテブにチェッ
クしてもらうのが一番である。昔の出来
事について書くという宿題が出て、私は
次のように書いた。

I remember the day when I took an
entrance examination ①when I was twelve
years old. I had studied very hard for a
year to pass the exam in a private junior
high school.  In Japan, you should go to a
good private school if you want to go to a
good university.  That day, I was so nerv-
ous that I couldn't sleep well and ②eat
breakfast. With my heart beating, I could-
n't read the question at the test.  Sad to
say, I failed the exam.  I was gutted but my
parents ③admitted my effort and gave me
some money as a present.  So, I ④chal-
lenged another school and finally I passed
the exam.

マリアからのチェックでは上の４カ所に
線が引いてあった。①のwhenは前に
whenがあるので、entrance examination.
で切って、At the time, I was twelve years
old, ～新しく英文を始めた方がよい。②
のeatはhaveの方がよい。「朝食をとる」
は特定の物をたべるのではなく、習慣的
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な行為なのでhave breakfastである。③は
admittedではなくappreciatedを使う。④
challengeは日本語のチャレンジとは違っ
て目的語は人、集団、組織を表す語を表
すのが普通である。｢いろいろなことに
チャレンジする」に相当するのは try
many things やhave a try many thingsと書
く。したがってこの場合はtriedにしなくて
はならない。

（７）カンタベリー大聖堂　Canterbury

Cathedral

私が訪れた建築物の中でも、その壮大
さと美しさで最も印象的だったのはカン
タベリー大聖堂である。
カンタベリーはこの大聖堂を中心に発展
した町であり、カンタベリーに住む人た
ちの心の源でもある。

カンタベリーは、ロンドンとドーヴァ
ーを結ぶ街道の途中にある町である。古
くから栄え、古代ローマ時代にも都市が
築かれた。６世紀末には、英国の他の地
方と同様、聖アウグスティヌスによって
キリスト教が広まった。1170年には、カ
ンタベリー大司教だったトマス・ベケッ
トが教会の自立性を主張してイングラン
ド国王ヘンリー２世と対立し、国王配下
の４人の騎士によって大聖堂内で暗殺さ
れるという事件が起こった。その結果、
トマス・ベケットは殉教者として聖人に
なった。また、カンタベリー大聖堂は巡
礼の訪れる聖堂になった。ジェフリー・
チョーサーの「カンタベリー物語」（14
世紀）は、カンタベリー大聖堂に巡礼に
来て宿屋に泊まりあわせた人たちが、そ
れぞれおもしろい話を披露する、という
設定で書かれた小説である。一方、カン
タベリー大聖堂は、英国教会の中ではソ

ールズベリ大聖堂と並んで、もっとも格
の高い大聖堂として知られている。

私のホストマザーによると、イギリス
では昔ほどキリスト教の影響力は強くな
く、熱心な信者以外はミサに参加をした
りしないそうである。しかし、カンタベ
リー大聖堂には、毎日多くの海外からの
訪問者が訪れている。

（８）ホストマザーとの会話

この１ヶ月のなかで一番の勉強となっ
たのはホストマザーとの英語による会話
である。彼女はイギリスのいろいろな地
域だけでなく、ブラジル、ベルギーなど
の国にも住んだことがあるとのことであ
った。いろいろな国の様子やいろいろな
体験の聞くのはとても楽しかった。

彼女との会話で、日本とイギリスとの
違いを知ることが出来た。例えば、学校
制度が違うことである。イギリスでは早
い時期（小学校高学年）でエリーコース
である public schoolに進む人と state
school進む人に分かれる。大学へはhigh
schoolの成績によって、自分が行きたい
大学に入れるかどうかが決まる。今年は
大学の定員人数が例年ほど多くなく、高
校での成績が良くてもなかなか自分の希
望の大学に入れなかったようである。

ふつうの家庭は、子供を出来るだけ自
立させるために、子供をhigh schoolの寮
に入れる。学費も親が払うのではなく、
できるだけアルバイトなどで自分の学費
を稼がせる。日本とは違い、子供を出来
るだけ早く自分で生活できるようにさせ
るのである。

彼女は夫と別れ、３人の子供がいて、
２人は独立し、１人の息子と住んでいた。
イギリスは離婚率が非常に高く、４割に
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昇るという。また、日本と同様に晩婚化
が進んでいて、彼女の息子の１人も30代
後半であったがまだ未婚であった。

日本では消費税が10パーセントになる
かどうかで問題になっていたが、イギリ
スでは消費税が来年の１月から20パーセ
ントになるという。政権が交代して政策
が変わったそうである。

彼女は日本について色々な質問をして
きた。私は出来るだけ丁寧に説明しよう
と頑張ったが、実際に日本のことを英語
で説明するのは非常に難しかった。また、
日本人でありながら日本のことを100％
わかっていないことを実感した。

（９）海外研修を終えて

１ヶ月という長い研修を通じて感じた
ことは、やはり「英語は国際語であり､
世界の人たちのコミュニケーションの道
具である。」ということである。英語を
通して自分の考えを言ったり､相手の言
いたいことを理解できることは本当にす
ばらしいことである。日本の企業で英語
を必修化する傾向が強まり、大学受験に
おいても、英語を重視する流れは変わら
ないと思われる。

そのような状況で､我々日本の英語教
師は何ができるだろうか。これを１ヶ月
間考えてきた。まず、生徒達に英語を勉
強することの意義を伝えたいと思ってい
る。大学入試で重要だからとか授業があ
るからではなく、これからの世の中は英
語を通じてお互いの国を理解し合い、話
し合いをしない限り良い世の中にはなら
ないこと。また、母国語の違う人たちと
英語を通して会話することの楽しさ、い
ろいろな本を日本語ではなく英語のまま
理解することのすばらしさ、映画やニュ

ースなどを字幕なしで理解できたときの
満足感、私たち教員が生徒だった頃考え
ていた夢、などを生徒達に話してみるこ
とからはじめたいと思う。その上で、い
かに英語を教えるかは英語教師の力量次
第である。今回出会ったマリアのように
なるまではまだまだ精進して行かなくて
はならないと感じている。英語の指導法、
英語の力、教師としてのあり方、どれを
とってもまだまだ勉強していかなくては
ならないことばかりである。少しでも今
回出会ったマリアに近づけるよう日々努
力をしていこうと思う。まだ私も42歳で
ある。これからの精進の仕方でまだまだ
変わることができると信じている。今回
の研修を期に英語の効果的指導法や自分
の英語力を高めていきたいと考えてい
る。

平成22年度海外研修員
研修先：イギリス／スタフォードハウス・　

スクール・オブ・イングリッシュ
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活動内容と主な学校紹介

私は海外研修として、2011年の４月か
ら2012年の３月まで１年間、フィンラン
ドのクオピオ・クラッシリネン高校でイ
ンターンシップをさせて頂いた。この海
外研修を行った動機は、OECDが行う学
力調査のPISAで良い結果を出したフィン
ランドで、生徒に学習を強制するのでは
なく、生徒が自ら学ぶという姿勢を作る
教育体系を学ぶためである。このインタ
ーンシップを運営する会社から、今回お
世話になったクオピオ・クラッシリネン
高校を紹介して頂いた。このインターン
シップでは、活動内容が全て個人に任せ
られているため、私自身で自らがやりた
い活動を校長に直接提案して行った。行
った活動は、この高校での授業見学、会
議への参加などによる学校運営の仕組み
の把握、学校行事への参加、日本語の授
業である。日本語の授業を開設し、実際
に単位を生徒に認める教員として働かせ
て頂いた。すでに日本語を個人的に学習
していた生徒もいたため、生徒のレベル
に応じて上級、初級というコースを設け、
最大で１学期に３つのコースを同時に展
開した。授業を担当した３学期間を通し
て、合計40名の生徒に授業を行って単位
を与えた。また、他の先生からの要望に

応じて、日本文化についての授業を行っ
た。卒業式、クリスマスパーティー、保
護者会、大学の説明会などの学校行事に
も先生たちとともに参加させて頂いた。
さらに、他の学校にも足を運び、ハッツ
ァラ・クラッシリネン中学校で数学の授
業アシスタントとして半年間活動し、イ
ンターナショナルバカロレアを採用して
いるクオピオ・ルセオ高校で数学の授業
に二学期間参加した。また、他の中学校
に依頼され、日本文化について出張講義
を行った。それ以外に、４つの小学校の
見学（９日間）、４つの中学校の見学

（約２週間）、そしてクオピオ中にあるす
べての高校（５校）を見学した。

最初に、主にお世話になった２つの学
校について簡単に説明する。

１. クオピオ・クラッシリネン高校

（Kuopion Klassillinen Lukio）

総生徒数は約550人で、１学年の生徒
数は約175人である。教員の数は約30名。
生徒の年齢は３学年、16歳から18歳が主
であるが、中には15歳や19歳の生徒たち
もいる。

１年は５学期制で、１学期は約２ヶ月
間である。時間割として、１～８のブロ
ックが設定されており、１単位の授業は、
週に３時限行われる。（図１）図の中で

郁文館中学校　教諭

有岡　瑛志

フィンランドでの教育体験
及び教育システムの研究



とるからである。中には、授業を途中で
中断して、生徒と教員が食堂に行くとい
う授業もある。学期が始まるまでに、生
徒たちは各学期の授業をインターネット
上にあるwilmaというシステムを通じて、
履修申請を行う。（図２）

教室のスタイルは、先生が教室を管理
していて、生徒は授業のたびに先生の教
室を訪れるという仕組みである。教室は
すべて施錠されており、先生が鍵を開け
るまでは生徒は廊下で待つ必要がある。
生徒は休憩時間は、共用スペースや廊下
で次の授業を友達と話などしながら待っ
ている。教室の机の配置は、基本的には
２つまたは３つが横にくっついた形で、

色分けされているのが、１単位を表す８
ブロックで１週間に３時限あるので、１
週間に24時限の授業がある。つまり、１
学期間で８単位すべて履修すると１週間
24時限の授業に出席しなければならなく
なるが、多くの生徒は１学期間で６単位
程度を選択する。１学期間授業に出席し、
テストを受けて合格すると、その単位が
認められる。

毎日の時間割は、１時限は75分間であ
り、朝８時10分からはじまり、15分間の
休憩をはさみながら、５限目は３時50分
に終わる。３時間目が11時５分から12時
45分となっているのは、学年により時差
をつけてこの時間内に25分の昼食休憩を

図１：時間割表（それぞれの数字が同じ授業）
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合格することで卒業が出来る。多くの生
徒は３年で卒業する。この学校の特徴と
してスポーツコースを設けており、この
コースでは体育の単位が多く設定されて
いて、それぞれの生徒の専門とするスポ
ーツのトレーニングにより、単位を習得
することが出来る。このように何かのス
ポーツに打ち込んでいる生徒は４年かけ
て卒業する生徒が多い。

卒業後は、ほとんどの男子生徒が兵役
にゆく。スタディカウンセラーのjuha先
生によると、兵役のない女子生徒などが、
高校を卒業した次の年に大学や高等専修
学校（ポリテクニック）に直接進学する
が、それは卒業生全体の36％でしかない。

１つの教室に30席ほどが用意されてい
る。生徒は各学期の初めの授業で自由な
席に座り、その後は同じ席に座り続ける。
授業の開始および終了時にチャイムなど
は無く、すべて教員の判断によって行わ
れる。生徒が集まって情報伝達をする毎
日のホームルームなどは無いので、生徒
と先生の間の連絡は基本的にwilmaとい
う学内システムで、メールを通じて行わ
れる。保護者もそのシステムを見ること
が出来るようになっており、生徒の履修
状況、成績、無断欠席の有無などを参照
できる。

完全なる単位制で、必修単位と選択単
位を合わせて75単位取得し、卒業試験に

写真１：高校の外観

写真３：通常教室の様子 写真４：職員室の様子

写真２：校舎内
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兵役後の男子や働くなどして卒業後数年
経った生徒も含めて考えると、高校卒業
後約50％の生徒がフィンランドに20校あ
る大学に進み、約40％の生徒が28校ある
高等専修学校や職業訓練学校へ、残り
10％が海外の大学への留学や進学をしな
い生徒であるという。

２. ハッツァラ・クラッシリネン中学校

（Hatsalan Klassillinen koulu）

日本での中学生と同じ義務教育７～９
年生のための学校である。全生徒数は約
600人、教員数は50名。１クラスの人数
は20人～27人で、１学年に８～９クラス
ある。（クオピオの６つの中学校で一番

生徒数が多い中学校である。）
授業時間は１時限が45分間で、１日に

最大７時限ある。毎日のホームルームは
なく、生徒は授業時間にのみ学校に来て、
その日のすべての授業が終わるとそのま
ま帰宅する。１週間の授業数は30時限で
ある。第２外国語が選択制で、それを選
ぶ生徒の授業時間は週32時間になる。休
憩時間15分は、外の空気を吸わせ、教室
を施錠するため、全生徒は校舎の外に出
ないといけない。授業開始の３分前に小
さなチャイムが鳴り生徒は教室前の廊下
に向かう。そこに先生が来て、教室を開
けて授業が始まる。この中学校は、８月
11日～12月21日（88日間）と１月２日～
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写真５：中学校外観

写真７：中学校体育（アイスホッケー） 写真８：中学校生物授業中

写真６：中学校数学授業中　jani先生



６月２日（99日間）の２学期制である。
学期の中で秋休み、クリスマス休み、春
休みが１週間ずつある。

この学校の特色として、一般コース、
芸術コース、体育コースがあり、若干時
間割が違う。芸術コース、体育コースは
それぞれに興味のある生徒が選ぶ事が出
来る。美術や体育の授業時間が多いカリ
キュラムになっている。また、各学年に
１クラス英語クラスがあり、そのクラス
では数学、理科、社会が英語で教えられ
る。

フィンランドの義務教育過程では、教
科書、ノート、鉛筆や消しゴムなどの最
低限の学用品だけは学校から与えられ
る。使い切ったら先生に申請して新しい
ものをもらう。教科書も貸し与えられて
いて、使い終わったら返却し、次年度に
他の生徒が再び使う。同じ教科書を４,５
年繰り返して使っている。ちなみに英語
のワークブックなどの書き込み式のテキ
ストは、毎年新しいものが与えられる。
また、電卓や定規など特定の授業で必要
なものは教室に常備してあり、教員が貸
し出す仕組みになっている。もし障害を
持った生徒が必要とすれば、サポート教
員をつけて同じ教室に参加させる。障害
が重度の生徒のためには特別支援学級を
設けている。

フィンランドの中学校に、日本のよう
な学校全体で定められたテスト週間は無
い。教員が自らテストを実施する。テス
トはあくまで評価の一部として、生徒個
人の成長を測るために行われる。語学は
１学期に３回、数学は２～３回行うとい
うことである。

卒業後の進路は、進路指導を専門とす
るスタディカウンセラーが３月までに９

年生全員と面談して決める。この中学校
では、高校に行く生徒が74％、職業専門
学校に行く生徒が24％となっている。フ
ィンランドでは義務教育をもう一年受け
る10年という選択が出来るが、すべての
学校に10年生のコースが有るわけではな
い。10年生になるには、クオピオで１校
のみ10年生コースを設けている学校へ行
くこととなる。実際に10年生になる生徒
は、数年に１人いるかいないかという程
度である。

フィンランドの教育から、日本の教育が

学べること

私の日本の学校での経験より、フィン
ランドの教育から日本の教育が参考にで
きると思われるポイントを３点あげる。
それは、少人数制授業による個別指導、
記述式の試験による評価、教育への予算
のかけ方である。そして、その上で、私
個人としての日本の教育への提案をさせ
ていただく。私自身、私学の中高一貫校
の出身であり、現在の職場も私立中高一
貫校である。そのため、日本の公教育全
体を経験した者の意見でないことを最初
に断わっておく。

１. 少人数制授業による生徒への個別対応

フィンランドの教育から参考に出来る
と思われることの１点目は、少人数制授
業である。特に小中学校での少人数制授
業への取り組み方が特徴的である。少人
数にすることで生徒を掌握し、授業中に
全ての生徒一人一人と向き合い、生徒の
やる気を高め生徒の学力を伸ばそうとす
る環境が作られている。小中学校では１
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クラスの生徒数は20名前後である。数学
や英語など教科によっては、そのクラス
を週に１度か２度さらに半分に分けて10
名程度で授業を行う。そして、クラス内
に特別な支援が必要な生徒がいると、ア
シスタントがクラスに入り、その生徒の
学習をつきっきりでサポートする。小学
校では、軽度の学習障害を持った生徒は
同じ教室内でも、違う教科書を使う。そ
の教科書は練習問題の数が少なくなって
いたり、問題にヒントが書いてあり解き
やすくなっている。先生は同じ授業をし、
その生徒も同じ教室にいることが出来る
が、課題はその生徒に適したものになっ
ている。

少人数制の授業の中で教員が大切にし
ていることはなにか。授業を見て、先生
たちと話して、私が感じたのは「平等」、
そして「生徒に強制しない」ことである。

1.1 平等の精神

初めに、「平等」という事について考
える。フィンランドの小中学校では、学
力が低い子供や学習意欲が低い生徒をし
っかりと面倒みるということについて、
驚くほど徹底している。私が伺っていた
中学校では、先生たちは、いつも学習が
苦手な生徒たちを授業の中心においてい
た。そして、先生も生徒も、勉強が苦手
な生徒を待つ授業を行なっていた。例え
ば、フィンランドの学校では挙手をし、
指名されたら発言するというのがどの教
室でも常識で、生徒はそれをしっかりと
守っている。つまり、生徒が自分のため
だけに授業をうけるのではなく、クラス
メイトを待つということをしっかりと教
えられている。その環境の中で、勉強が
苦手な生徒が手を挙げようものなら、即

座に指名して答えさせる。ほかの生徒が
不平等を感じるのではないかと、私が心
配してしまうほどに先生は勉強が苦手な
生徒を指名する。そしてその生徒を褒め
る。さらに、どんなに時間をかけても、
個人のする質問にしっかりと納得するま
で答える。授業の進度は、勉強が得意で
はない子に合わせているかのように、ゆ
っくりと行われていた。そのため、全員
の生徒が分かるまで教えるという平等が
保たれている。

日本人の私からすると、ここまで勉強
が苦手な生徒に授業を合わせると、得意
な生徒は退屈ではないかと感じた。その
疑問に対して、中学教頭で数学を教える
jani先生は「確かに学力が高い子供への
対応には欠けていると思われる。現状で
は、出来る生徒へは発展的なのテキスト
を与えて、自ら解かせるというフォロー
をしているだけである。フィンランドは、
こんなに人口が少ない国だから、もっと
エリートを育てるが必要なのかもしれな
い。でも、人口が少ないからこそみんな
が協力することが大切である。だから、
私たちは平等であることをしっかりと現
場で実行する。」と答えてくれた。また、
生徒にどう感じるかも調査を行った。勉
強が好きで高校に進学した生徒たちは、

「勉強をしたい生徒としたがらない生徒
がいて、中学校が面白くなかった。」と
言っていた。しかし、そう言いながらも
中学校の教室では、勉強が得意な生徒た
ちはしっかりと先生たちの平等という考
えを理解していると感じる。例えば、先
生がある生徒を構っているときは、自分
の発展的な問題などをやり、周りの友達
を教え（時にはただしゃべるだけの時も
あるが）、答えがわかっても必ず手を上
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げてから発言する。フィンランドの生徒
は他者を待つという心を知っている。平
等を重んじる教育を通して身についたも
のだと思われる。よく見かけるシーンが
有る、分かる生徒は直ぐに挙手をする。
先生は周りをじっくり見渡してから当て
る。時には、不公平に感じるほど一番早
く手を上げた生徒が指されない時もあ
る。でも、彼らは指されないことに対し
て全く不満を言わない。（これは本当に
見たことがない。）残念そうな顔をする
こともなく、次回も何事もなかったかの
ように挙手をする。また、先生が板書な
どをしているときも、生徒は黙って手を
上げ続ける。本当に手を上げていたら、
先生が気づいてくれて発言ができるとい
う信頼感である。そして、他人を待つと
いう心をしっかりと理解し、実行してい
るのだと考えられる。平等の精神に基づ
いた、学力だけではない教育の効果を考
えさせられる。

1.2 生徒に強制しない

少人数制授業で教員が大切にしている
ことの２点目は、「生徒に強制しない」
ということである。フィンランドの教室
は、とてもリラックスした雰囲気である。
まず驚くことは、生徒が先生をファース
トネームで呼ぶことである。その呼び方
は、生徒が友達同士に話しかけるのと全
く変わらない。そして、先生もそれに対
して全く気にしていない。先生によると、
20年ほど前はしっかりと先生をラストネ
ームで呼ぶという習慣があったそうだ
が、今はすっかり変わってしまったそう
である。さらに、生徒が授業中に先生の
話を聞く姿勢に関しても、先生はあまり
気にしていないようである。足を大きく

前方に投げ出して、だらしなく聞いてい
る生徒や机に肘をついている生徒がどの
学校にもたくさんいる。生徒の態度がど
のようなものであるか、具体例として、
生徒が授業中に物を先生から借りる場面
をあげる。ある生徒が鉛筆を忘れたので、
先生が貸した後、その生徒は借りた鉛筆
を先生の机まで行って、ポーンと投げて
返したのである。回ってくる出席簿など
についても、先生に返すときには、よく
投げて返している。日本ではこのような
仕草に尊敬やマナーの心が現れるという
ことで、先生は生徒に指導をするだろう
が、フィンランドではそんなことはない。
全く気にしていないのである。そのよう
な状況もあり、先生が授業中に注意をす
るということは、高校ではほとんど見か
けない。中学校では生徒が授業に集中し
ていない時がある。例えば、問題演習の
時間にずっと私語をしていたり、先生が
話しているときにずっと下を向いていた
り、机に寝そべって聞いている状況だ。
こんな時も、激しく注意する先生を見た
ことがない。必要に応じて、短い言葉で
優しく注意する。一度だけ生徒の私語が
止まらないという状況に中学校で出くわ
した。その時、先生は「次に話したら、
外に出なさい。外に出て、授業が受けら
れると自分で判断したら戻って来なさ
い。」と言っただけである。他者の迷惑
になっているときは、改善するまで注意
するが、自分一人で集中していないとき
は、改善がみられなくても放って置くこ
とさえあった。

マナーについての考え方が国によって
違うので、単純に生徒指導を比較するこ
とはできない。しかし、私が重要だと感
じたのは、生徒指導として生徒を注意し
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て、強制して何かをやらせるということ
の少なさである。強制するのではなく、
生徒に分かるように注意して、生徒のや
る気を促す。やらない生徒には、無理を
してやらせず、違うことをやっていても
認める。フィンランドでは、義務教育が
終了すると、生徒は自立する準備が出来
ているように指導することが目標とされ
ている。小学校では基本的なことを教え、
中学校では大人として生活する準備をし
て、高校ではほとんど大人として扱われ
る。中学校まではoppilasと生徒を呼ぶが、
高校よりopiskelijaに変わることにも表れ
ている。授業を欠席した際にも、18歳未
満では必ず保護者のサインがないと授業
の単位がもらえないが、18歳を過ぎると
必要なくなり、自らのサインでよいこと
になる。高校生は自立した大人として考
えられているし、自らも自覚して行動し
ている。また、小中学校の勉強において
も、先生が生徒に次から次へと問題を強
制してやらせるわけではない。やること
を与え、生徒は自らの意志で行うことを
先生は促すのである。そして、早く終わ
った生徒は、自ら発展問題をやったり、
周りの生徒に教えたりする。リラックス
した雰囲気の中で、生徒の多様性を受け
入れ、全員の生徒が自らの意志に応じて
学ぶという教育になっている。定期考査
もないので、テスト勉強をさせるという
ことのない。（もちろん小テストなどは
あるが、稀である。）先生は少人数授業
の中で、生徒一人ひとりを見て、それぞ
れが成長するためにはどうすればいいの
かを、構い過ぎず、必要に応じて指導し
て自立を促している。

このような指導の背景には、学校の生
徒指導についての役割が小さく家庭での

指導に委ねるところが多いこと、中学校
で卒業せず10年生をすることを選択出来
ること、高校への進学率は50％程度であ
り専門学校が充実していること、大学ま
での学費が全て無料であり社会としてい
つでも学び直すことを認めているという
こともあると考えられる。

1.3 個に応じた指導

テストを行なって、出来る生徒できない
生徒を分けるのではなく、少人数制にし
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写真10：小学校３年生の算数の授業。クラ
スを半分にして、電子黒板の前に
座って説明を行う。

写真９：中学校１年生の数学の授業。週３
時間のうち２時間はクラスを半分に
分けて行う。



て日常の授業のなかで一人ひとりにしっ
かりと時間を取って指導する。全員が同
じことをやるのではなく、個人のレベル
に合わせて個別で指導をしていく。これ
がフィンランドで行われている少人数制
クラスによる、生徒の意思を尊重しつつ、
どんな生徒も見捨てない個に応じた教育
である。また、少人数にすることで教員
の力に依存することなく、平等な教育を
提供することが可能となっている。少人
数制クラスには、教員の数の確保が必要
となりコストが掛かるため、簡単には実
行することは難しい。しかし、それこそ
がすべての生徒を確実に伸ばす方法だと
フィンランドの教育から実感する。

２. 生徒の成長を見る評価の方法とその影響

2.1 試験時間が長い

日本の中学・高校では、試験期間があ
って、１日に数教科の定期考査が行われ
る。多くの試験は１時間または、２時間
であるというのが一般的である。試験の
前の週は試験週間として、生徒が定期考
査の勉強に集中するように教員が促す。

フィンランドの高校では、定期考査は
各学期の最後の７日間に行われる。その
期間で１日に１個の試験が行われる。１
つの試験は朝９時から12時までの３時間
である。試験作成は授業をする先生にす
べて委ねられている。同学期に同じ授業
を他の先生がしていても、試験は先生に
より違うものとなる。試験では、生徒自
身が解答用紙を用意する必要があり、専
用のレポート用紙が文房具屋で売ってい
るので、それを購入して持参する。試験
時間は３時間と長いが、途中退室は認め
られている。試験によっては、半分以上

の生徒が時間一杯まで問題に取り組んで
いるようである。（中には開始後すぐに
諦めて出て行く生徒もいる。）また、試
験の前日12時30分からは、次の日の試験
対策の授業が行われる。生徒は次の日の
試験の先生の教室に行き、１時限の授業
を受ける。先生により授業内容は異なる
が、演習問題をすることが多いようであ
る。これ以外に試験の準備をする期間は
なく、試験の前もあくまで普通の授業や
学校行事が行われる。試験の返却は１週
間後、30分毎に時間割が組まれ、生徒は
それぞれの先生の部屋で答案用紙を受け
取り、簡単な解説を聞く。試験が返却さ
れて２週間後、ホームルームの時間があ
り、自分のホームルールの担当から成績
表を受け取る。そして、今まで取った単
位を紙でチェックして、卒業までの必要
単位を生徒自身で確認する。そこでもら
った成績表には親のサインをもらって後
日提出することになっている。ちなみに、
生徒も親もwilmaという学籍管理システ
ムにより、インターネット上で生徒の成
績を見ることが出来るため、この成績表
は最終確認の意味で用いられている。

高校の最後に、全国統一の大学入学許
可試験を受けなければならない。高校の
卒業要件でもあり、高校に進んだ多くの
生徒はこれを利用して大学や高等専修学
校に行くことを考えている。教科は、以
下の６科目である。(表１) フィンラン
ド語は必修で、他に最低３つを選択して
受験しなければならない。毎年春(３月)
と秋(９月)の２回行われる。今の学校の
生徒の70％は３年の秋と、春の２回に教
科を分けて、一人当たり５科～７科受け
るそうである。中には１回で４教科受け
る生徒もいる。４年間高校に在籍する生
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徒は、秋、春、秋の３回に分けて受験す
る生徒が一般的である。

試験は全国で同じ時間に、それぞれの
高校で行われる。この高校では体育館に
机を並べて行う。テストは１日１教科で
あり、言語のリスニングのみ他の日に行
われる。試験時間は１教科６時間、最低
３時間である。基本的に、論述形式で答
える問題が出題される。採点は、まず自
分の高校の先生によって行われ、その後
首都ヘルシンキに送られ、もう一度採点
される。結果は、得点分布によって、７
段階で付けられる。（図３） 落第であ
るⅠをとるか、成績が思ったより悪い場
合は、次回以降決められた回数内で、試
験を受け直すことが可能である。長い試
験時間のため、生徒はドリンクや食べ物
を持ち込んで、いつ食べても構わないと
される。（持ち込むものへのカンニング
対策は行われる。さらに、この学校では
サンドイッチと、りんご、クッキーを試
験前に配布し、試験中に食べてよいとい
うサービスと、試験中に温かいコーヒー
か紅茶を希望者に配ることを行ってい
た。）

2.2 試験が授業に与える影響

このようにフィンランドの高校の試験
時間は３時間から６時間と長い。とくに
最後の試験である大学入学許可試験の１
教科６時間というのは異常な長さであ
る。長い理由は、試験の形式がエッセイ
形式、論述形式であることである。論述
形式ということは、自分が知っている知
識を活用して、自らの考えをしっかりと
文章にして述べることが求められる。具
体的には、文系科目は、ほとんどの大問
が論述問題であり、理系科目（数学や物
理、化学）においては、公式集と関数電
卓の持ち込みが可能となっていて、論理
的に答案を組み立てることが求められ
る。問題は選択制で、すべての問題に回
答する必要がない事のほうが多い。その
ため、知識の暗記が必要とされる量は日
本の試験と比べて少なく、自分の意見を
述べることに重点が当てられていること
が試験問題からも分かる。

一番大きな試験である大学入学許可試
験（高校の卒業認定試験試験）が論述式
であることから、高校の中での定期考査
も同様の形が取られることになる。そし
て、試験を長時間の論述式にすることで、
必然的に授業はこの力を育成するものと
なる。教育が繋がっていくことを考える
と中学校、小学校にも、学んだ知識をど
う使うのかという能力を養うことが授業
で重要視されることとなる。それに加え
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図３：大学入学許可試験での評価　

Lが一番高評価（公式HPより引用）

表１：大学入学許可試験の試験科目

フィンランド語

スウェーデン語

数学（ロング、ショート）

基礎教科１（心理学、哲学、歴史、物理、生物）

基礎教科２（宗教、社会学、化学、地学、保健）

外国語（英語、フランス語、ドイツ語など）
（ロング、ショート）



て、このような論述形式の試験では、そ
れに対する対策が立てづらいという事に
なる。このことにより試験に合格するた
めの知識を暗記する勉強ではなく、本当
に理解して使うための勉強になっている
と考えられる。また、この長い試験時間
により、生徒は自らが勉強してきたこと
をしっかりと時間をかけて発揮できる。
ここでも、しっかりと勉強してきた生徒
が、制限時間を気にせずそのままその力
を発揮することが出来るという平等の考
え方があるのである。生徒からしてみた
ら、自分が勉強してさえいれば、自らの
力を発揮できて、自らの望む目標が達成
できるというモチベーションにもなって
いると思われる。

このような論述形式の試験は、教員に
とっては採点が大変である。定期考査で
も特にフィンランド語においては、１名
の生徒がA４で４枚程度の答案を書く。
教員はそれを決められた期間内に採点し
なければならない。さらに、宿題でも同
じようなエッセイを課すことが多い。こ
のようなことを考慮して、中学校では文
系科目では担当する標準授業数が少なく
設定されている。大学入学許可試験では、
特に正確に採点することが求められるた
め、自分が採点した後に、それを別の採
点官が採点する。さらに、採点について
不服な場合は追加の費用を払って、もう
一度採点してもらうことが出来る権利が
受験者にはある。この仕組みにより、論
述試験ながら、公平性を保っている。

そして、論述試験の採点業務は大変で
あるが、これは教員の自己研鑽にもつな
がっていると思われる。市が主催する、
この採点基準を学ぶための教員研修も開
かれているそうである。

2.3 クラスの役に立ったかの評価

また、フィンランドでは義務教育段階
において、統一の試験を設けず、授業態
度を大きく含んで評価をつける。中学校
では、全校的に統一された定期考査は無
い。各教員が授業の中で、試験を行う。
例えば、この中学校では、英語、フィン
ランド語やスウェーデン語などの語学
は、学期に３回試験を行い、数学は２～
３回行うということである。そこで行わ
れる試験はあくまで評価の一部に過ぎ
ず、その結果と日常の授業態度、その他
に課題などがある場合はそれを含めて評
価を行う。授業中の態度について、評価
の基準は事前に生徒に知らされており

（写真13）、先生もそれに従って評価をす
る。各高校に入学試験は無いので、この
評価の平均により、高校進学が決まる。
生徒は専用の用紙に、自らの希望する高
校を希望順に書いて提出し、評価の平均
が上位の生徒から選抜される。

最高評価の10を取るための条件として
書かれているものは、「みんなに親切で
あること」「信頼され、その場に適した
行動をすること」「自分のものや学校の
ものを大切にすること」「論争（議論）
を解決すること」「友達との和や、クラ
スの雰囲気を改善する秀でた能力を持つ
こと」「学校のルールを知り、守ること」
である。先生によると試験の点が良くて
も10を取ることはとても難しいという。
試験はそんなに難問が出されるわけでは
なく、基本的な力を身につけているかど
うか測られているだけである。まとめる
と、フィンランドの義務教育で、自らの
望む進路に進学するためには、自分のこ
とだけを考えて行動していてはいけない
仕組みになっているといえる。
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フィンランドでは、試験を他者と比べ
るものではなく、自らの成長を測るもの
と教員全員が認識している。そして試験
を含んだ評価の形がどのような生徒を育
てたいのかというカリキュラムを元にし
て、それをしっかりと体現したものとな
っている。この評価方法があるからこそ、
高校、中学校、さらに小学校の授業まで
もが、影響を受け、覚えるよりも応用す
るという方針で作られているのだと感じ
られる。教育の方針を掲げるためには、
その評価の方法までを一貫して考えてい
くことの重要性を感じる。

３. 教育の重要性が理解された仕組み

3.1 学校設備への投資

次に、フィンランド政府の教育への取
り組みを、現場の学校の視点から考える。
主に２つの点、学校設備への投資と教員
への権限委譲について述べる。フィンラ
ンドの多くの学校では、学校設備が充実
している。私が伺ったどの学校のどの教
室にも、プロジェクターと先生用のパソ

コン、そして実物投影機がある。さらに、
小中学校では芸術科目として、家庭科、
技術、美術、音楽があるが、この各教室
設備がとても充実している。私が定期的
に伺っていた中学校では、最新のシステ
ムキッチン、食器洗浄機を完備した調理
室が４部屋ある。家庭科では、クラスが
半分に分けられ、13名程度の生徒たちは
３人または４人の小グループに分かれ
て、その家庭科室で調理実習を行う。生
徒全員が実際に調理に参加し、１名の教
員ですべての生徒をしっかりと把握でき
るようになっている。（写真12） 技術
については、木材加工、金属加工の部屋
が１つずつあり、工場のような大きな機
械を備えている。また、それ以外に実習
室が２部屋あり、生徒はこれらの全てを
使って作業を行う事が出来る。大きな木
材を加工する機械も、教員が手本を示し
た後に、生徒になるべく使わせるように
している。（写真13） また、美術室に
は、粘土・針金・画用紙・木材など幅広
い材料がそろっていて、自分の使いたい
材料は基本的に何でも使ってよい。生徒

写真11：中学校での評価の基準　これが全教室に掲示してある。
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が美術室から自分で素材を見つけて来て
使う。音楽室では、生徒一人ひとりがリ
コーダーを持って来るということはな
く、全員分のギターが用意されている。
このように日本の学校と比較すると、学
校設備にしっかりと予算がかけられてい
ると思われる。加えて、ここ数年で建て
替えられたという学校では、すべての教
室にスマートボード（プロジェクター付
の電子黒板）が設置されており、ICT化
という面でも投資が進められている。

（写真14，15）
この背景にあるのは政府の予算であ

る。フィンランドでは、しっかりと生徒

が学び、教員が教えるのを助ける環境を
作るため、教育予算への投資額も大きい。
フィンランドの教育省のHPによると、フ
ィンランドの2010年度政府歳出予算は
505億ユーロで、そのうち教育省関連は
61億8,600万ユーロ（12.2％）である。教
育を国として重要な課題に挙げるだけで
なく、十分な投資を行う政策をとってい
る。

3.2 教員への権限委譲

２点目として、現場の教員が与えられ
ている権限を考える。フィンランドの学
校では、校長、先生に与えられている権

写真12：中学校の家庭科室　ショールーム
のよう

写真14，15：小学校もプロジェクター、スマートボード、ドキュメントカメラは常備されて
いる。

写真13：中学校の技術室。木材加工の機械
が豊富



限が大きく、公立学校でありながら独自
に改善を進めていく。たとえば、私の行
った高校では数年前から授業を録画し、
それをオンラインで配信している。自宅
からインターネットにつながったパソコ
ンを通して、万が一欠席した生徒はその
授業のビデオを見て学ぶことが出来る
し、宿題を授業の復習をしながら行うこ
とが出来るし、試験前には自宅で復習の
ために授業内容を確認することが出来
る。スポーツ推薦で入っている生徒が多
いため、遠征などで授業を長期欠席する
場合が多いことから、このシステムを導
入することを決めたという。この高校に
は、全教室の天井と教卓にカメラが備え
付けてあり、どの教室でも録画すること
が可能である。（写真：16～18）このオ
ンライン設備は、他の学校との交流も盛
んにしている。一つの例を挙げると、町
の中心部にある学校にはドイツ語の先生
がいてドイツ語の授業が出来るが、町の
はずれにある学校ではそういうわけには
いかないこともある。そのような場合に
は、オンラインで教室をつないで、中心
部の学校のドイツ語の先生が授業をして
いる様子を、そのまま外れにある学校で
プロジェクターに映して見ながら、授業
に参加することが可能である。そして、
この設備を使って他の学校の教員とのビ
デオ会議や研修も行っている。この設備
に関しても国が主体となって発展させた
訳ではなく、現場の先生たちが考え、国
から補助金をもらって構築していったも
のである。また、2011－2012年はipadを
50台購入し、全教員に配布して、使用方
法を探っているところでもある。そのよ
うに、創意工夫をしていく権限が先生た
ちに与えられている。

このような改善の背景にあるのは、教
員へ与えられている権限の大きさであ
る。「競争やめたら学力世界一～フィン
ランド教育の成功～」（朝日新聞出版）
の中で、著者の福田誠治氏はフィンラン
ドの教育の特徴として以下のように述べ
ている。「学校教育が最大の効果を上げ
られるよう、教師を専門家として信頼し、
教師が働きやすい職場を作っている。そ
のために国の教育管理権限を最小限に
し、地方自治体と学校、一人ひとりの教
師に教育の権限を委譲した。教育行政は、
授業を行い子どもの成長を総合的に支援
するという専門性を教師が身につけ、そ
れを発揮できるように教師を援助するこ
とに徹している。社会全体が教師を尊敬
し信頼していて、教師と共に解決してい
こうとする姿勢がある。」私が１年間共
に働いている間に見たものも、先に書い
たような教員に与えられた権限である。
それゆえ、学校単位で教員の望む改善を
行っていくことが可能となっていた。私
が見ている限りでは、校長が改善をすす
める人の場合、強いリーダーシップと各
学校に与えられた権限を使って、新しい
ものを取り入れていく例が多い。

また、権限のもう一つの側面として、
フィンランドの教員は誰からも評価を下
されることはなく、信頼されている。同
じ教科の教員と話しあうということはす
るが、基本的には自らの授業は自らの望
む教科書を使い、自らのスタイルで行い、
自らの基準で生徒を評価する。同じ学期、
同じコースを授業していても、授業内容、
テストは先生により異なる。そして、そ
れにクレームを言う生徒や親もいない。
教員ということで専門職として、親から
も、生徒からも、同僚からも、校長から
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も信頼されて、自らの授業を行うことが
出来る環境にある。さらに、各学校の教
員の採用は学校ごとに行われており、一
度正式に採用されると、本人が辞めるこ
とを望まない限り定年まで同じ学校に勤
める。フィンランドでは、教員は権限が
与えられ、収入も安定しており、社会的
にも認められ、休みも多いということで
人気の職業になっている。その影響で多
くの若者が教師をめざし、社会に教師が
あふれてきたため、大学を卒業した後の
若い教師がなかなか採用される学校を見
つけることが出来ないという問題が起き

るほどである。
教育への投資と、教員を信頼し権限を

与えていることから、フィンランドが国
として教育を大切にしていることが分か
る。人口は500万人しかおらず、北極圏
を含む気候のため農作物はあまり取れ
ず、埋蔵資源もない国だからこそ、フィ
ンランドが人を資源として教育していく
ことを重視していることを感じる。この
ような国の方針、社会的な雰囲気もフィ
ンランドの教育から日本が学び、長い時
間をかけて養っていくものである。

写真16,17：クオピオ・クラッシリネン高校の教室の設備　ドキュメントカメラ、PC（モニ
ター2台）、

写真18（左）：クオピオ・クラッシリネン高校のビデオで録画された授業

写真19（右）：オウルにあるフューチャースクールの教室。ここでは、全生徒にノートPCが
与えられている。



４. 総括

フィンランドで１年間、日本語教師と
して活動させて頂いて感じることは、ま
ず国が違えば文化や人の性格が違い、教
育の仕組みの大きく違うということであ
る。地理的条件にも恵まれず、侵略され
続けた歴史をもつフィンランドであるか
らこそ、平等であり、協力していくこと
が大切にされる。フィンランドの人から
は、国民みんなが協力していかないと、
国が成り立たないという意識が感じられ
る。そして、家庭、学校での教育の重要
性を国民の多くが認識しており、それが
平等に与えられることに同意している。
つまり、国として将来のビジョンがあっ
て、その上に教育制度が組み立てられて
いる。そして、その教育が平等や協力を
大切にする次の世代を育てる。１年間フ
ィンランドに暮らしてみて、国がしっか
りと未来の姿を描き、そのための教育の
重要性を認識し、投資をすることで教育
が国を作っていくということを実感す
る。

フィンランドと日本では、状況が違う。
しかし、今の日本がフィンランドから学
べることは何か。これまで述べたことか
ら提案をさせて頂く。１点目は、１クラ
スの生徒数を減らすことである。フィン
ランドの様子を見ていると、25名以下、
英数国においては、15名以下で行うこと
が理想である。少人数制教育を行うこと
は、今までの集団授業の対象人数を減ら
すということだけを意味するのではな
い。今までの大人数を相手にした授業で
は出来なかった個に応じた指導を行い、
生徒の自主的な学習を助ける必要があ
る。そのためには、従来型の多人数への

一斉型の授業方法を変えていく必要があ
る。さらに、生徒個人用の情報端末（タ
ブレットPCなど）の導入というICT機器
の活用も個別指導の助けになる。２点目
は、評価を生徒の成長を測るためだけに
使い、自らの意見を表現する力をしっか
りと測る論述型の試験を行うことであ
る。現在求められている21世紀型の学力
というのは、PISAで測られたように知識
を応用していく力であり、新学習指導要
領でもそのことが書かれている。その対
策として試験の形を変えることは、準備
もなしにPISAで好成績を出したフィンラ
ンドから学べることである。具体的には、
高校の卒業資格認定試験として、論述式
の試験を設けることを提案する。それを
現在の大学入試センター試験に代わるも
のとして設定することで、論述式の問題
を通して21世紀型の学力を養うことが出
来るだけでなく、高校・中学・小学校の
授業が求められる学力を養う形になって
いくはずである。３点目は、学校に権限
を委譲し、現場を信頼し、学校設備には
生徒、教師を助けるために多くの投資を
することである。これについては、以下
に私立学校としての視点からでも書くよ
うに、学校や教員が政治へと情報を発信
し、働きかけていくことが重要であると
考える。以上の３点が私の考えるフィン
ランドの教育システムから考えた、日本
の教育への提案事項である。

最後に、日本の私立学校という視点か
ら考える。フィンランドには私立学校が
ほとんどなく教育システム全体を参考に
することは難しいが、日本に私立学校が
あることは、フィンランドとは違う可能
性を持っているということである。それ
ゆえ、日本の私立学校が行なっていくべ
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きことは、教育への選択肢を提供するこ
とだけにとどまらず、教育のモデルを実
践により示して、それが公教育に良い影
響を与えていくことである。柔軟性があ
る私立学校が自らの信じるところにより
教育をすることに留まらず、各校の良い
部分をしっかりと共有して、拡散してい
くことが重要である。それを参考にして、
国としてどのような方向に進んでいくの
かを決めて、公教育を含めて全学校が国
をつくるという意味で同じ方向を向くこ
とが、日本がこれからの世界で必要とさ
れるために重要である。

あとがき

この拙いレポートを読んで頂き、あり
がとうございます。自らの文章作成能力
の未熟さを恥ずかしく思います。私がフ
ィンランドの中部、クオピオという人口
10万人の町で１年間で見てきたこと、感
じてきたことをそのままレポートにまと
めさせて頂きました。こんなレポートで
はありますが、読んで下さった方のアイ
デアを生み出すためになったり、一歩行
動を起こしてみるためになることが出来
れば、非常に嬉しく思います。

これからも、本校での教育実践、他校
での研修会への参加だけにとどまらず、
インターネットを通して全国の先生方と
問題意識、良い情報を共有していきたい
と考えております。フィンランド滞在中
には、その経験をブログで紹介しており
ます。ご興味がおありでしたら、そちら
も見て頂ければと思います。

(フィンランドから見た日本の教育
http://educatejapan.blogspot.jp/)

何かご意見やご質問等ございました

ら、お気軽にご連絡下さい。有岡瑛志
(eieishi@gmail.com)

貴重なお時間をいただき、読んで頂い
たことに深く感謝いたします。ありがと
うございました。
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１．諸論

教育において倫理は最も重要な概念の
ひとつとされる。それは善悪の区別や情
操の育成が個人の生の在り方を成熟させ
るだけでなく、倫理観の育成を通じて共
同体における根本的な価値の共有を図る
ことが、教育の重要な目的の一つである
がゆえである。前期ウィトゲンシュタイ
ン様の言い方をすれば、倫理や美といっ
たいわゆる価値に関わる事柄が、その思
考不可能性ゆえに、単に成立しているに
すぎない「世界の事実」よりも人生にお
いて重要とみなされるのはもはや一般的
な見方であろうし、個人の生の問題にと
どまらず、倫理は共同体の法・教育・政
治といった社会システムを構成する重要
なインフラの論理とも不可分である。
我々は倫理を不問の前提として受け入れ
ながら、また時には心の拠り所としなが
ら社会生活を送っているように見える。

しかし社会システムや生の在り方にま
で関わる重要な概念でありながら、倫理
には曖昧な部分が多く残されているよう
に思われる。その問題の核心は倫理の正
当性の問題であろう。たとえば、我々の

社会で「老人に席を譲る」という行為は
一般的に「善いこと」とされているであ
ろう。あるいは人を殺すことは「悪いこ
と」とされる。しかしこうした根本的と
思われる倫理にさえ、なぜ善い／悪いの
かと理由を問われれば論理的説明を与え
ることはできない。にもかかわらず、
我々は善悪を示し続ける。問題は倫理の
根拠の在り処である。

また正当性の問題に並んで、倫理の規
則の問題も大きなテーマである。倫理の
在り方は、国をはじめとする共同体、民
族、宗教の教義などによって異なること
は盛んに指摘される。ウィトゲンシュタ
インは論理哲学論考（以下論考）の写像
理論において、倫理は世界の事実ではな
いとし、その思考不可能性と規範性から

「語りえず示されるもの」と位置づけた
が、写像理論には写りえないこれらの概
念にはいかなる規則が存在するのであろう。

野矢茂樹は「見方の把握」という意味
においてアスペクト知覚を言語使用の場
面に適用し、言語使用時に語をアスペク
ト的に把握することは、「その語の属す
る内的連関性をなんらかのかたちで主題

ナショナリティーによる倫理観・
教育観の変異とその哲学的考察

～倫理における規則のアスペクト把握と倫理の正当性をめぐる考察～

國學院高等学校　教諭

山田　暁生



化するような体験」であるとした。１） こ
のことは同様に倫理使用の場面において
もアスペクト的に倫理を把握する瞬間が
あること、そうしたときに倫理の規則が
姿を現わしている可能性を私に想起させ
た。もしそのような場面があるのであれば、
そうした局面を足がかりに倫理の規則やその
正当性の在り処を考察する可能性を探りた
いというのが本稿の意図するところである。

倫理を示す側である教育者には、我々
が当然のように使用している共同体の倫
理の正当性やその規則を把握する必要

（できる／できないは別として）、本来性
としてあるように思われる。改めて「善
い」とはどういうことか、我々は何を

「悪い」とよんでいるのかについても前
提として明確にしておくべきであろう。

こうした議論を行うには、倫理が共同
体によって異なることを明らかにしてお
かなければならない。本研究は、倫理の
うち特に「善」の概念が共同体によって
変異２）しているかどうかを検出し、一般
的に言われている「倫理は共同体によっ
て異なる」ことが客観的に観察可能か否
かを検証することを最初の目的とした。
その結果を出発点として、倫理の規則と
その正当性について、アスペクトの概念
を援用しながら哲学的考察を与えること
を全体の主題とした。またそこで見えて
きた倫理の姿に基づいて、今後の教育の
在り方について考えた。

２．方法

リサーチペーパーには教育・倫理につ
いて重要とみなされるであろう事柄を羅
列し、チェックボックスをマークして回
答する方式を採用した。筆者は2011年の
夏に英国に滞在し、世界各国から集まっ

てくる留学生を対象に、国籍によって倫
理観と教育に対する考え方の差異を調査
したが、本調査に先立ち、2010年夏、ア
イルランドのDublin City University に
おいて本研究の基礎調査として、類似す
るリサーチを用いて模擬調査を行った。
その結果、Dublin版のリサーチペーパー
には回答しにくい問いが混じっているこ
とが判明した。さらによりデータの幅を
広げることができる可能性があることが
わかった。Dublin City Universityにおけ
る経験をもとに、回答システムや設問等
を再検討しながら設問を作り直し、より
大規模に調査をおこなう準備を行った。

今回実施したリサーチの概要は以下の
通りである。

滞在国：英国
滞在期間：2011年7月24日(日）～8月

28日（日）
調査機関：The Oxford English Centre
対象：各国の留学生
目的：ナショナリティーによる教育観

の違いの調査
滞在：Trinity College Dormitory

（Oxford, Oxford shire, UK）

リサーチの実施にはThe Oxford English
Centreの全面的な協力をいただいた。現
地で行うことができる最大限効率的なリ
サーチの取り方をOECのアカデミックチ
ームと話し合った結果、以下のような手
順で実施することになった。

①OECのスタッフが一人つき添い、授　
業を行っている教室に行き、私を紹介
する。
②留学生たちにリサーチをとりたい旨、
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主旨を説明し、協力をお願いする。
③リサーチペーパーを留学生たちに配
布し、その場で目を通してもらい、質
問があれば受けつける。
④翌日回収に来るので、それまでに回
答しておいてほしい旨を伝える。
⑤翌日教室を再訪し、リサーチを回収
する。

使用したリサーチペーパーは以下の通
りである。

Research about education
in your country
We would like to ask you some
questions for identifying some
differences about educational
concepts between each nation-
ality. Please answer each ques-
tion as best as you can.

１．What do you think are the important

matters about the objectives of

school education in your country?

(encompassing the period from elemen-

taryschool to senior high school, including 

home education.) 

Please check (_) each box that you

think especially applies.However,

you can check more than one box.

□ (1) To solidify studentﾕs study funda-

mentals.

□ (2) To teach skills and knowledge

that will help them through life.

□ (3) To improve their social skills for

future use as adults. Especially,

morals and manners.

□ (4) To teach the traditions, culture 

and history of your country.

□ (5) To teach about religious dogma

and ceremony.

□ (6) To teach the importance of having

strong friendships with their friends.

□ (7) To teach the importance of achiev-

ing something by cooperation with

other people. For example, students

who cooperate with each other and

join the school festival in order to

make a school cafe.

□ (8) To expand their power for contribut-

ing to the nation or society.

□ (9) To improve their international

understanding.

□ (10) To build up an independent per-

sonality.

□ (11) To teach the importance of

regarding justice as important,and

to keep your promise with some-

one.

□ (12) Other opinion.

2．If you must choose only one of the

above points, which do you think is

the most important thing? Please

write the number from1-12, in the box.

3.  Which of the following morals and

manners do you feel are important?

Please check (_) each box you think

especially applies. You can check 

a maximum 3 boxes.
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your country, please write the num

ber, from 1-13.

以上の手順とリサーチペーパーを使用
して授業中の教室を次々と訪れ、各教室
でリサーチを行っていった。しかし各教
室の生徒の人数は多くて12名ほどで、中
にはマンツーマンレッスンのため一人と
いう教室もある。日本の高校ように40名
以上いるわけではないので、回った教室
の割には配布数が伸びなかった。とはい
えこれが実現可能で最も効率のよい方法
であった。また英語のレベルがリサーチ
を正確に読むことができるレベルの人を
対象とするこことし、英語力がinter -
mediate以上のクラスでのみ実施し、ele-
mentaryおよびpre-intermediateのクラス
は除外した。

回答率は限られた時間でそれぞれの教
室にいる生徒数を把握することができな
かったので正確な数字は不明であるが、
約半数ほどであると思われる。二百名以
上の生徒にリサーチペーパーを渡し、24
カ国96人の学生から有効回答を回収する
ことができた。

３．結果

回収したリサーチのデータは以下の通
りである。

表１　質問１の結果　58ページ
表２　質問２の結果　59ページ
表３　質問３の結果　60ページ
表４　質問４―(1)の結果　61ページ
表５　質問４―(2)の結果　62ページ

□ (1) To care for weak or old people,

and to be kind to them.

□ (2) To always be sincere and diligent.

□ (3) To be loyal to your superior. For 

example, you should always have 

respect for your master, and you  

should serve him appropriately. 

□ (4) To give some money to poor people.

□ (5) To respect all people.

□ (6) To spend your life following your

religious dogma, keeping your

promise or contract, with God.

□ (7) To be able to have good communica-

tions with anyone.

□ (8) To behave always for avoiding a

friction or fight with someone.

□ (9) To insist your opinion clearly.

□ (10) To have a conversation, imagin-

ing the mind or emotion of the

person you talk to.

□ (11) Not to say lies, not to fake out

someone for your benefit.

□ (12) To respect older people than

you.

□ (13) Other opinion.

4(1) If you must choose only one of the

above opinions, which do you think

is the most important? Please write

the number, from 1-13, in the box.

(2) If you think there are some matters 

which doń t apply to the morals of
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ド イ ツ

フ ラ ン ス
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イ ギ リ ス

ポ ル ト ガ ル

ス ペ イ ン

イ タ リ ア

西 欧

ポ ー ラ ン ド

チ ェ コ

ハ ン ガ リ ー

リ ト ア ニ ア

ウ ク ラ イ ナ

ロ シ ア
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ト ル コ

エ ジ プ ト

イ ス ラ ム 圏

ス ウ ェ ー デ ン

デ ン マ ー ク

北 欧
カ ナ ダ

コ ロ ン ビ ア

ア ル ゼ ン チ ン

南 米
タ イ
韓 国
台 湾
日 本
ア ジ ア

国
籍
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12

4
3
4
14

4
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表
２
　
質
問
２
の
結
果
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4
2

3
5
1
22

2
1

2
5
3

3
1

1
2
2
4
1
1

1
3

2
1
1
7

1
2
3

1
1

2
1
3
1

1

2

母
数

3-
(1
)

3-
(2
)

3-
(3
)

3-
(4
)

3-
(5
)

3-
(6
)

3-
(7
)

3-
(8
)

3-
(9
)

1-
(1
0)

3-
(1
1)

3-
(1
2)

3-
(1
3)

表
３
　
質
問
３
の
結
果



ド イ ツ

フ ラ ン ス

ス イ ス

イ ギ リ ス

ポ ル ト ガ ル

ス ペ イ ン

イ タ リ ア

西 欧

ポ ー ラ ン ド

チ ェ コ

ハ ン ガ リ ー

リ ト ア ニ ア

ウ ク ラ イ ナ

ロ シ ア
東 欧
ト ル コ

エ ジ プ ト

イ ス ラ ム 圏

ス ウ ェ ー デ ン

デ ン マ ー ク

北 欧
カ ナ ダ

コ ロ ン ビ ア

ア ル ゼ ン チ ン

南 米
タ イ
韓 国
台 湾
日 本
ア ジ ア

国
籍

18
12

4
3
4
14

4
59

4
1
1
1
1
4
12

3
1
4
2
1
3
1
3
5
8
1
2
1
4
8

1 13 1 1 1 1

1
1

1
1
2

4
1

1

1
1

9
2
1
2
10

4
41

3
1

1
1

6
2

2
3
3
6

1
2
3

1
1
2

1
1

1
1

4
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
3

1
2

1
1

1
1

1
2

1
2
3
2

2

1 1

母
数

4-
(1
)-
(1
)

4-
(1
)-
(2
)

4-
(1
)-
(3
)

4-
(1
)-
(4
)

4-
(1
)-
(5
)

4-
(1
)-
(6
)

4-
(1
)-
(7
)

4-
(1
)-
(8
)

4-
(1
)-
(9
)

4-
(1
)-
(1
0)

4-
(1
)-
(1
1)

4-
(1
)-
(1
2)

4-
(1
)-
(1
3)

表
４
　
質
問
４
―
（
１
）
の
結
果
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ド イ ツ

フ ラ ン ス

ス イ ス

イ ギ リ ス

ポ ル ト ガ ル

ス ペ イ ン

イ タ リ ア

西 欧

ポ ー ラ ン ド

チ ェ コ

ハ ン ガ リ ー

リ ト ア ニ ア

ウ ク ラ イ ナ

ロ シ ア
東 欧
ト ル コ

エ ジ プ ト

イ ス ラ ム 圏

ス ウ ェ ー デ ン

デ ン マ ー ク

北 欧
カ ナ ダ

コ ロ ン ビ ア

ア ル ゼ ン チ ン

南 米
タ イ
韓 国
台 湾
日 本
ア ジ ア

国
籍

18
12

4
3
4
14

4
59

4
1
1
1
1
4
12

3
1
4
2
1
3
1
3
5
8
1
2
1
4
8

1
1

2
2

1
1

1
1

1
1

4
2

1
1
8

2
2

1
1

1
1

2

10
2
3

4
1
20

1
1
1
1
3
7
1

1
2
1
3
1
1
1
2
1
1
1
4
7

3
3
1

1
1
1

1
1

1
3

2
2

1
2
3

1
1

1
1

2

3
7
1
3
2
7
1
24

3
1
4
1

1
2
2

母
数

4-
(2
)-
(1
)

4-
(2
)-
(2
)

4-
(2
)-
(3
)

4-
(2
)-
(4
)

4-
(2
)-
(5
)

4-
(2
)-
(6
)

4-
(2
)-
(7
)

4-
(2
)-
(8
)

4-
(2
)-
(9
)

4-
(2
)-
(1
0)

4-
(2
)-
(1
1)

4-
(2
)-
(1
2)

4-
(2
)-
(1
3)

A
ll 
ap
pl
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s
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まず各国の教育観を問うた大問１，２
については、明確な変異を得ることはで
きなかった。しかし倫理観について問う
た大問３，４については、データを詳細
に見ていくと明らかに差異として認めら
れる箇所が何箇所か確認できた。例えば
3-(1)においてドイツとフランスの間で大
きな差異が検出された。3-(1)“To care
for weak or old people, and to be kind to
them.”という命題はドイツにおいて
10/18(55.6%)の確率で倫理として受け入
れられているのに対し、フランスではこ
の命題を重要と考えている確率はわずか
1/12(8.3%)にとどまっている。これは両
者の考え方に顕著な違いがあると認めら
れる差異であろう。逆にドイツでは18人
中10人がこれを非常に重要な倫理と考え
ていることから、これはドイツにおいて
一般的に認知された倫理観と思われる。
さらに支持された数のみを見れば、質問
３の表から分かるように、ドイツ人は3-
(1)の命題を、3-(5) “To respect all peo-
ple.”に続いて二番目に重要と考えてい
ることになる。一方でフランス人は12人
中わずか1人しか3-(1)の命題を支持しな
かった。ドイツ人によって２番目に多く
支持された3-(1)の命題を、フランス人は
13（12の命題とその他の意見を合わせて
13）の選択肢中７番目に支持した。フラ
ンス人は3-(1)“To care for weak or old
people, and to be kind to them.”よりも、
3-(2)“To always be sincere and diligent.”
や、3-(7) “To be able to have good
communications with anyone.”、3-(11)
“Not to say lies, not to fake out someone
for your benefit.”などのほうがより重要
であると認識していると、この結果は主
張している。

また大問４－(2)において(6)の命題
“To spend your life following your reli-
gious dogma, keeping your promise or
contract, with God.”に変異が見られた。
ドイツ人の55.6％はこの命題をドイツの
道徳観として最も当てはまらないとし
た。一方でフランス人の58.3％、スペイ
ン人の50.0％は、この命題を含むここに
あげられたすべての倫理が自国の道徳観
にあてはまると答えた。

一方、大問４－(1)においては、母国の
倫理観として最もよくあてはまる倫理を
一つ選んでもらったところ、同じ“To
spend your life following your religious
dogma, keeping your promise or con-
tract, with God.”について、西欧・東
欧・北欧・南米・アジア圏の90人が誰一
人としてこの命題を選ばなかったのに対
して、得られたデータ数は少ないにもか
かわらず、イスラム圏（トルコ人・エジ
プト人）の50.0％がこの命題を最も重要な
倫理とした。

４．考察

データを分析して改めて感じたのは、
設問設定の難しさであった。「誰が思っ
ても善いこと」と思われる倫理の文をあ
えて設定することで、明確な変異のみが
拾えるようにしたために、当然のことな
がら小さな差異は検出しにくくなる。ま
たグローバル化という言葉に象徴される
ように、国境を超えたコミュニケーショ
ンが盛んになった現在、インターナショ
ナル・センスの広がりとともに国際的に
共通の考え方が共有されつつあるように
も見える。とりわけ今回の調査対象は留
学生というインターナショナル・センス
が身についている人々、あるいは身につ
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けようとしている人々であった。もちろ
ん地球を一つの共同体と考えることもで
きるかもしれず、地球全体で共有されて
いる倫理が存在していることは当然のよ
うにも思える。しかしこの点に関しては
倫理の本来性からして慎重に検討しなけ
ればならない。この点に関してはこの後
の哲学的考察において検討したい。

一方、いくつかのナショナリティーに
おいては、明らかにその中で何事かを明
晰に言うにはデータ数が少なすぎる国も
見られる。しかし結果に記した点につい
てはナショナリティー間における顕著な
変異が見られた。この結果をもとに、第
二段階の目的である倫理の規則に目を向
けていきたい。

まずは議論の前提として明らかにして
おくべき語の意味から。「善い」とはど
ういう意味か。善悪は論考の写像理論で
表すことはできない。ゆえに言語ゲーム
で「善い」の意味を明らかにすべきであ
ろう。３） 言語ゲームで「善い」の意味を
考えると、言うまでもなくなにがしかの
心的現象を我々は「善」とよんでいるわ
けではなく、心的現象の有無とは全く無
関係に、あくまでも何らかの行動描写４）

に対して我々は「善い」とよぶのであり、
なおかつ「偉い」「感心」「尊敬する」

「頭を掻く」「照れ笑い」などといった連
関性を伴っていないといけない。５）

そしてここではそれぞれの共同体にお
いて、どのような具体的行為の周辺にこ
うした連関性が張られるのかを問うてい
るのである。

調査の結果、国籍によって倫理に関す
る考え方に有意差を検出した。それは

「善い」という言葉が用いられる言語ゲ

ームの場面、すなわち具体的な実践が国
によって異なることを示している。

ではこうした結果を受けて、倫理の規
則の姿を哲学的に考えていきたい。

A．哲学的考察：倫理のアスペクト把握

と倫理の正当性をめぐる考察

１．倫理規則とアスペクト

本稿は倫理を支える正当性の在り処を
探り、同時に倫理をアスペクト把握する
ことで倫理の規則の存在を示し、またそ
の在り方の解明を進めることを狙ってい
る。ここではまず、アスペクトという概
念がどういうものかというところから確
認していくこととする。

私が野矢茂樹の著作から学んだところ
によれば、アスペクトの概念は「～を見
る」と「～として見る」の違いの中に見
てとることができる。ウサギ―アヒルの
反転図形において「ウサギの絵を見る」
とき、私はウサギの絵を単に対象として
見ている。しかし同じ絵を「アヒルの絵
として」見るとき、私はそこにアヒルの
絵という意味

．．
を把握している。これをア

スペクト的な把握の仕方という。
野矢は言語規則の以下の点を注視しつ

つ言語規則にアスペクト概念を適用した。
「～を見る」においては単に対象を把

握している一方、「～として見る」では
対象の「把握の仕方の把握」、すなわち
見方を表している。野矢はこうした体験
を言語使用の場面に援用した。

すなわち、

「･･･なめらかな言語使用のさなかに
おいては、アスペクト知覚の言葉を借用
すれば、われわれは＜･･･を見る＞のレ
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ベルに立っているはず（以下略）」６）

一方で野矢は言語使用においてアスペ
クト的な体験をする場面として、「同音
異義語の意味を把握する場面」や「褒め
られたと思っていたところが、実は嫌味
であったことを悟ったとき」、「相手の言
ったことの意味をとり違え、あとで訂正
されたとき」、そして「相手の言ったこ
との意味が分からなかったときに、説明
を求めたり、相手がそれに答えようと何
か別のことを言ったり、何かを指差した
りしてくれ、その発言の意味を了解する
場面」などを挙げている。７） 私たちは
こうしたアスペクトが変化する場面にお
いて、「ああ、そういう規則のもとで語
られていたのか」と、そのときに使用さ
れている言語規則を把握することができる。

さらに野矢はここでもうひとつ重要な
指摘をしている。

「通常ゲームとアスペクトゲームとは
同時に行えない。アスペクトゲームは使
用の現場を離れねば為されえず、アスペ
クトゲームの為す意味語りは、当然のご
とく（形式上はどうあれ実質的には）現
在形ではありえないのである。」８）

ではこうした野矢の手法と指摘に倣い
ながら倫理にアスペクトの概念を適用し
た場合、いかなるアスペクトや規則が見
えてくるであろうか。まず考えたいのは
倫理の通常ゲームの姿である。我々が通
常ゲームにおいて倫理に従っている姿と
は、日常の行動様式に組み込まれ、規則
に従っていることが意識にのぼらない状
態のはずだ。例えば「人殺しをしない」
や「盗まない」「列に割り込まない」な

どの行動を、我々はいちいち意識上で選
択することなく、しかしそのようにして
いるであろう。ここでは善いや悪いが常
になめらかに出力されていよう。

一方で我々が倫理のアスペクトゲーム
に入りこんでいるときというのはどうい
う状況が考えられるであろう。それは通
常ゲームが断ち切られ、その断面から善
悪の出力規則の断片が現れる一瞬であ
る。それはこんな場面が想定されよう。

「良かれと思ってしたことが裏目に出
たことを理解したとき、あるいはそれが
相手にとって余計なお世話で逆に迷惑を
かけていたことを指摘されたとき」、「素
直（善）な子だと思っていた生徒が、実
は計算高く、人を見て態度を変えるよう
な人間だったと気づいたとき」などなど。
もしくはさらに単純に、「何の気なしに
とった行動を悪いことだと指摘され、説
明を聞いているうちに悪かったのだと理
解したとき」。言語規則の場合に倣って
考えれば以上のような場面が想像される
のではないか。

しかし倫理の場合においてはこれらの
例にとどまらず、言語規則におけるアス
ペクト把握とは大きく異なる場面がさら
に想定されよう。倫理においては言語に
おけるアスペクト把握とは違い、異なる
言語を使う人々の間でも頻繁にアスペク
トの立ちあがる瞬間が見出されると思わ
れる。言語規則の把握においては異言語
間のコミュニケーション不可能性の問題
が当然立ちはだかるが、異文化間の倫理
観の相違においては、アスペクトが言語
とは無関係に見出される場合も多く、言
語の場合よりもむしろ頻繁にアスペクト
の立ち上がりを生じさせるからである。

こういう例が考えられよう。
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扉におけるマナーについて。西ヨーロ
ッパのいくつかの国では次のような行為
が一般的なマナーである。私がどこかの
扉（学校や銀行、ホテルなどどこでもい
いが）を開いて、そこを通るときに、私
の後ろからやはりそこを通ると思われる
人がいた場合、その人が通るまで私はそ
の扉を手で押さえて開いた状態で待って
おくべきである。もしくは後ろではなく、
前から人が来た場合も同じように待って
いるのがマナーである。しかし日本人で
ある私が初めてアイルランドに渡った
時、そのようなことがマナーとは知る由
もなかった。私がダブリンの大学の中で
扉を開けてそこを通った時、すぐ向かい
から来た人がいたが、私は扉を手で押さ
えることなく閉じて歩きだしてしまった
ところ、その人は顔をしかめた。その時
私は私が当地の規則から外れた行為をし
た可能性を感じた。そして時をあけず
人々が他人のために扉を開けておく場面
を頻繁に目にすることになり、私はそれ
をマナーと知り、規則を把握したのである。

あるいは次のような例も挙げられる。
日本人は何かにつけ一歩ずつ譲りあう

ことをもって善しとするのに対して、あ
る国の人は例えば自分の欲しいものにつ
いては強く主張したりする。日本人から
すれば不躾と映る行為であろうが、しか
し彼の背後にある公理系が「自分が手に
入れたいものについて欲しいと言わない
で手に入らなかったとしたら言わなかっ
た自分が悪い」という筋書きの倫理観だ
と知れば、なるほどと思うであろう。

こうしたアスペクトの変化は共同体
（文化圏）によって倫理を始めとする価
値の在り方が異なることを我々に示して
いる。仮に私にはそうした異なる共同体
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のある
．．

考え方が理解できなかったとして
も、少なくとも善悪の規範が恣意的に作
成されたものではなく、共同体の公理系
に基づいていることは十分理解できる。
つまりある一つの行動が善としての価値
となるか、悪という価値となるか、ある
いはどちらにもならないかは、その共同
体の規則のもとで変化するのである。

２．アスペクト固定と対応表

価値には個人的な価値と、人々と共有
される価値がある。紙くずを集めること
が趣味の人がいる。彼がぐしゃぐしゃに
丸めた紙くずを手に、「この丸まり方は
素晴らしい」と言ったとしよう。これは
ほとんどの人が理解できない個人的な価
値であろう。「若者が老人に席を譲った」
のように多くの人が共有する価値とは根
本的に異なる。しかし紙くず集めのよう
な個人的な価値であっても、どこが素晴
らしいのか、どういう見方のもとでいか
なる把握の仕方をしているのか等の説明
を受ければ私のアスペクトが変化するこ
とは十分考えられる。個人的な価値であ
っても規則として存在すると言えるよう
に思われる。あるいは私との指示の一致
によって規則になったと言うべきか。

「～はよい丸まり方、･･･は悪い丸まり方」
などと紙くずをめぐる世界が指示の一致
とともに完成するのであるから。

言語による意志疎通の一部になってい
るのは、諸定義の一致だけでなく、（非
常に奇妙に響くかもしれないが）諸判断
の一致である。※9

すなわち、皆がある行為を「善いこと」
と思うような、「価値を共有する」とい
うことは規則を共有することにほかなら



ないと思われる。そして規則を共有する
とは、規則であるとの判断を下すことで
指示が一致するということであろう。

アスペクトによって垣間見えた倫理の
規則をもう少し詳細に検討してみよう。
私はどのように倫理の規則に従っている
のか。

まずここで行動描写と実践描写という
二つの語を取り上げておきたい。９ ）行動
描写とは何ら規則性を伴わない行動を表
す。実践描写とはある規則の元で成立し
た描写である。たとえば、「Aがゴールを
決めた」という実践描写があるとする。
これを行動描写で表せば「Aが網の張っ
てある金属の四角形の枠に球を蹴り入れ
た」となるであろう。言うまでもなくゴ
ールを決めたという実践描写はサッカー
のルールという規則の元で成立してい
る。「ミ、レ＃、ミ、レ＃、ミ、シ、レ、
ド、ラ･･･の順に鍵盤を叩いた」という
行動描写は、音楽のルールに従えば「エ
リーゼのためにを弾いた」という実践描
写になる。

この考えに従うと、「善い」や「悪い」
などの共同体で共有される価値を含意し
た倫理は実践描写である。「若者が老人
に席を譲った」は「譲る＝善」というル
ールに従っている。「若者が席を立った、
かつ、若者は「どうぞ」と言った、かつ、
老人は席に座った、かつ、老人は頭を下
げた」が行動描写になる。私のある行為
に対して周囲の人々が「よい行為」であ
ると指示を一致させたとしたら、それは
単なる事実の一致、すなわち行動描写の
一致ではなく※2、ある規則に基づく実践
の一致であり、「善い」や「悪い」は倫
理の規則に従って出力されるものと思わ
れる。無論いかなることが善いことなの

かがア・プリオリに定まっているわけで
はない。しかしそうであるならば、人々
の指示の一致はいかなる規則のもとでな
される（可能となる）のか。倫理が実践
描写である以上、そこにはある行為を
人々が善として見るように一致させる何
者かの存在が要請されるように思われ
る。

いささか極端な比喩と受け取られるか
もしれないが、共同体ごとに様々な行動
描写を「○○は善い」「○△は善い」「△
△は悪い」「△×は悪い」と見てきた

．．
と

いう一種のルールブック、つまり対応表
があると考えてみたい。確かに規則とは
示されるたびにそのつど意味が確定す
る。倫理も規則がある以上その点は同様
であるが、倫理において特殊なのは「常
に～として

．．．
見よ」という指示の中にあり

ながらも、「結果、今回も～として見る
であった
．．．．

」という根元的規約によって通
時性を伴いながら、これまでのところ

「～として見てきた、そして次もそのよ
うに見よ（参考にせよ）」という対応表
が成立しているように思われることであ
る。我々が倫理に従うとき、我々がなめ
らかに倫理に従っているときはたしかに
あるものの、いちいち立ち止まって考え
る場面も多いであろう。明日の服を考え
るとき、「公の場だから正装しなくては」、
と考えるし、他人の物を盗んだ話を聞い
て嫌悪感を感じ、それから「人の物を盗
むなんて！」と思う。ある人の行動に名
状し難い違和感を感じて、この違和感の
正体は何だろうと思い、考えているうち
に「この男は私のために行動したように
振る舞い、実際に私にとってありがたい
ことでもあったが、この男は自分自身の
利益のためにやっていたんだ」などと、
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次第に違和感の理由がはっきりする場面
がよくある。このときの「考える」行為
は自らの違和感がどんな倫理に対応して
生じているのかを対応表から「検索」し
ているようにさえ感じられる。しかもあ
る共同体ではある行動○○について「○
○は善い」とされているとしても、別の
共同体の対応表にはそのような記述は存
在せず、また別の共同体においては「○
○は悪い」ということすら見出せるので
ある。そこには共同体ごとに指示の一致
がある。価値を共有しているとは規則を
共有しているということであり、私はそ
の各共同体における「参考資料」を仮定
して対応表とよんでいるにすぎない。し
かし什の掟とか、道徳の教科書とか、教
育勅語などといった、対応表が実際に存
在すればこういうものであろうかという
いわば規則集と教育・学習の過程および
コミュニケーションの言語ゲームが現実
に実践されていることを無視することは
できないと思われ、それは言語の規則と
明らかに異なる部分ではないかと思うの
である。善悪がア・プリオリに定まって
いないとはいえ、我々が道徳と呼んでい
るものに何の地位も与えないのも不自然
に思われる。これらの現存する規則集と
それをめぐる言語ゲームは、倫理の対応
表として実際に機能しているように見え
る。なぜそのようなものがありえたかと
考えれば、まさにそうした方法、すなわ
ち一条一条の倫理の文を箇条書きにして
示したり、一つ一つの行為とその善悪を
親が子に教えるといった仕方で倫理は示
され（価値（アスペクト）の教示）、そ
うしたやり方で行為と善悪の対応関係を
会得し（対応表の作成）、そして会得し
た内容のリストを常に参照しながらコミ

ュニケーションの中で周囲の人々と指示
の一致を確認しつつ、ときには矯正を受
けながら自らの行動を決めたり、省みた
り、あるいは他者の行動の善悪を判断す
る（善悪の出力）というプロセスをたど
るからではなかろうか。一方言語におい
ては「君は服のセンスがいいね」などと

「嫌味を言うときの表現方法」と「他者
を褒めるときの表現方法」といったアス
ペクトの変化が自在に用いられるが、こ
の用法をこうしたプロセスで会得するわ
けではなく、コミュニケーションの経験
の中で発見し、しだいに使用できるよう
になるという道筋をたどる。言語規則に
おいては立ち現れる様なアスペクトが状
況に応じて自在に用いられ、それぞれの
アスペクトが同等の地位をもつように思
われるのに対して（標準的な用法はある
ものの）、一方倫理の場合は特定のアス
ペクトが原則的に

．．．．
特権的地位を得ている

ように思われる。それは共同体において、
たとえば「人を殺す」ということを常に

「悪」として見ようなどという「アスペ
クトを固定する動き」にほかならない。
言語規則の場合とのこうした違い、則ち
アスペクト固定を伴う独特の言語ゲーム
のあり方として、倫理においてはその在
りようを端的に示している「対応表」と
いう考え方を比喩的に導入することが自
然な例えなのではないかと思うのであ
る。

実際の判断は状況に応じる。対応表を
念頭におきながらも、人を殺すことが正
義と判断されることもあろうし、老人に
席を譲る行動がスタンドプレーであると
見られることもあろう。それはその人の
それまでの言動や振る舞い、老人の反応
や周囲の人々の視線の存在、そしてその
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人がそのように行動した結果、その人に
何がもたらされるかといった諸事情とと
もに判断される。とはいえ、やはり「標
準的な見方」としてのあるアスペクトを
強いるというまさにそのことが倫理とい
うものの本質なのではないかと思うので
ある。それはア・プリオリな規定集では
なく、いわば先人たちがある行動描写を

「このように見てきた」という判断の最
大公約数的な原則集ではないか。

このように語ってくると、では共同体
とはここでは何を指しているのかと指摘
される向きもあろう。我々はEUをヨーロ
ッパ共同体とよぶし、地域社会や家族の
ような小さな集合もまた共同体とよばれ
る。しかし国家や国家連合を共同体とす
る場合と、村落を共同体として規定する
場合とではあまりにも意味の乖離が大き
く、両者を同列には語れないため、共同
体の規定を要求する向きもあると思われ
る。

その心配はもっともであるが、共同体
の規定はこの議論上、以下の理由で実際
必要ではなく、むしろそのようなことを
することであまりにも限定的な範囲のこ
としか言えなくなってしまう。なぜなら
世界に様々な階層の共同体が混在してい
るとしても、以下のような現象は一般的
に成り立っていると思われるからであ
る。家族や小さい村のようにその構成員
が互いに互いの全員を把握しているよう
な小さな規模の共同体においては、存在
する人間どうしが互いに接触し、コミュ
ニケーションをとる機会は多くなり、固
有の価値をより強く（多く）共有するで
あろう。逆に都市や地方共同体のように
共同体の規模が大きくなれば、互いに知
らない人間が増え、人間どうしの交流関

係は平均すると総じて希薄になるため、
価値の共有度合いも低下するはずであ
る。こうした共同体内での価値の共有度
は、共同体の大小のみによって左右され
るのではなく、たとえば習慣的・言語
的・宗教的な隔たりなどの様々な「異な
り」がその要因となろう。こうした共同
体を同一価値のもとにまとめたり隔てたり
する要因を共有要因とよぶことにしよう。

家族と国家が同列に語れないのは、共
同体の大小という一つの共有要因が明ら
かに違うことによって「密な」共同体と、

「希薄な」共同体という階層の異なる共
同体どうしの比較に意味がないからにほ
かならない。しかし例えば秋田市と山形
市における比較であるとか、日本と韓国
とベトナムの比較であるとか、丸岡家と
柳町家の比較といった、同じ（もしくは
近い）階層における共同体どうしの比較
であれば、どの階層においても同程度の
共有要因のもとの比較になるため、有意
味な検証となる。本稿は常にこれを前提
に論じている。もちろん「山形市と丸岡
家」のような異なる階層の共同体の比較
においては、「共同体」という語の定義
が曖昧なまま議論が進められているとい
う指摘は一部の場合を除き当たってい
る。11）しかし同じ国家どうし、あるいは
地方共同体どうし、村落どうし、親族ど
うしといった同規模の共同体を比較する
という前提に立てば、共同体の定義づけ
はむしろ議論の範囲を限定してしまう。
そうでなければ様々な階層の共同体を連
続的に検証することはできない。

３．「倫理は正しい」が有意味となる語

の使用

倫理が社会の中で果たしている役割は
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現実に大変大きい。しかし一方で善悪の
絶対性という観点からすれば、それは幻
想であろう。

倫理の絶対性という幻想はなぜ生じる
のか。倫理に従うことを正しいと言いた
くなるのはなぜなのか。またいかなる意
味においても倫理を正しいと言うことは
できないのか、こうした点について考え
てみたい。

悪いことはなぜ悪いのか。人々が口に
する「ダメなものはダメ」といった無条
件と見える断定と価値の共有が倫理に関
して成立しているように見えてしまうの
はなぜなのか。多くの人は子供の頃から
の刷り込みと答えるのではないか。たし
かに幼少より善・悪の事例を刷り込まれ
ていくと、やがて自らが規範と信じるこ
とに背くような行為を目にしたときに違
和感や嫌悪感を覚えるようになるであろ
う。つまり彼は規則に従っていない、と
判断するのである。その感情は対応表で
示される固定されたアスペクトを体で覚
えたということでもあり、また対応表に
忠実に感情が反応するようになったとい
うことでもあり、それが論理を通さずに
無条件の断定を行う反射的ルートなので
はないかと思われる。同時にそこには周
囲の大方の人々による指示の一致があ
り、自分が抱く違和感や嫌悪感、逆に好
感は「正当な」根拠に基づいていると、
言い換えれば違和感・好感の根拠となっ
ている対応表には「当然」正当性がある
と錯覚するのではないかということが一
つの可能性として考えられるように思わ
れる。この錯覚をここでは幻影とよびた
い。12）

そもそもいわゆる「倫理」が出現した
場面に何か見出すことはできるだろう

か。歴史上の、過去に成立した事実の一
断片について、そこに人々が持った悲し
みや苦しみ、喜びや平和などの記憶に基
づき、その過去に成立した事実、あるい
は誰かの行為に対して善や悪とよんだと
すれば、それは確かに善と悪がこの世界
に降り立った時であるといえる－言語的
には。しかし無論こうしたところに倫理
の正当性は存在しない。

しかし私は幻影という言葉を用いては
いるが、けしてそれが無力で無意味なも
のと主張しているわけではない。現に公
教育という巨大なシステムが「倫理」の
力を一つの大きな原動力にして回転して
いるのであるから。

こういうことが帰納するであろう。
我々は生まれ立ってから否応なくこの幻
影の推進力のなかに取り込まれ、それを
重要視することで現に社会の安定性を手
にしている。言い換えるなら、我々がそ
れを示すことによって倫理は回り出し、
我々の社会に規律の網を張り巡らす。つ
まりは示されることで倫理は倫理たるの
であり、別の言い方をすれば、倫理が正
しいゆえに我々は倫理に従っているので
はなく、我々が示すゆえに倫理は正しい。
倫理の本質は「私たちが示すことで現れ
るもの」であり、我々は倫理を実践する
ことで、倫理の持つ規範性とある

．．
正当性

を示している。そしてこのことは同時に
イデア的規範の存在を問う眺望を否定す
ることになる。

補足的にごく陥りやすい躓きの例を挙
げ、同時にそれを否定しておきたい。も
しも演繹関係から倫理の正当性を論理的
に証明するという誘惑に勝てないのであ
れば、我々が求める価値の基準をまず定
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め、それに合致するか否かによって正当
性の有無を出力する以外にない。

つまり、〔人間社会の安定〕に軸を置
いた場合（価値を置くべき優先項目と定
めた場合）に限って言えば、倫理には社
会に規律の網を張り、社会に安定をもた
らす機能を確かに有するであろうから、
この規定値において倫理は正当なものと
論理的に言えよう。つまるところ、この
議論において問われるべきは、人間社会
の安定に真理があるかどうかである。つ
まり「倫理に正当性があるか」という命
題は、「社会に秩序が必要であるか」と
いう命題の真偽を問うことである。しか
しそれはまた、「なぜ人を殺してはいけ
ないか」という問いを繰り返すことに等
しい。結局演繹関係によって倫理の正当
性を問うている以上は、価値の基準を定
めない限り再び問いの循環に入り込む以
外にないように思われる。

４．正しいという意味

前項を補足したい。「倫理が正しいゆ
えに我々は倫理に従っているのではな
く、我々が示すゆえに倫理は正しい」に
含まれる二つの「正しい」は、それぞれ
どういう意味であろうか。一般に〔正し
い／誤っている〕とは「一致するかどう
か」ということである。論考において真
偽は事実と命題が一致するか否かによっ
て出力されるのであった。それが説明す
るということである。では「倫理が正し
い」とはどういうことなのか。この用法
における「倫理が正しい」とは倫理がそ
の正当性を保証する何ものかに一致しな
ければならないということである。一体
何が「その倫理」に一致するというのか。
今議論しているのは、ある実践描写が共

同体の持つ対応表と一致するという話で
はない。「正しい行い」という表現なら
ばあくまでも対応表との見比べ、つまり

「行い－対応表」という「個―基準」の
比較の話となるが、これはいわば各共同
体の対応表が「個」となり、それらの正
当性を保証するイデア的規範（という基
準、あるいは真理、それも普遍的な）の
存在を問うている。

しかしそのような存在はさしあたって
私には見当がつかない。むしろイデア的
規範の存在を前提とした「倫理が正しい」
という表現が、そもそも疑わしいように
思われる。

例えば「答えが正しい」とは、すでに
用意された模範解答とその答えが一致し
たということ、もしくは論理的に一致し
たということであろう。しかしそうした
何ものかに一致するかどうかによって倫
理の正当性を問う意味において、「倫理
が（は）正しい」や「正しい倫理」とい
う言い方は私にはアクロバティックに感
じられる。

単純な例を挙げよう。「人生の意味と
は何か」という命題の誤りは語の論理形
式を無視して立てたために生じている。
周知のように、語には接続できる語とで
きない語がある。「人生」という語はた
とえば「長さ」という語と問題なく接続
して、「人生の長さ」という一つの正し
い表現を作ることができる。しかし「人
生の意味」という表現は、「人生」とい
う語の論理形式からして「意味」という
語と接続することはできない。命題の立
て方が誤りという事例。

同じ理由で、「倫理とイデア的規範の
一致」という意味において「正しい」と

「倫理」は接続しえない。
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「この村の倫理に従う」という表現は
とりあえず私にも理解できる。しかし

「倫理が（は）正しい」や「正しい倫理」
という表現は、ある実践と共同体の対応
表との関係について言っている場合でな
いならば私には違和感がある。それは倫
理一般が架空の何ものかをまるで当然の
ように要求している点である。

一方で同じ「正しい」でも「我々が示
すゆえに倫理が正しい」という場合は絶
対的な善悪に一致するという意味ではな
い。この混同が誤解の元凶のひとつであ
ろう。倫理が正しいから我々は従うので
はなく、我々が示すがゆえに倫理は正し
いのであった。しかし後者の正しいは、

（誤解を招きそうな言い方であるが）、そ
れは私が作ったものだからこれが正しい
姿なのだ、と言うことに近い。倫理とは
規律の網を張るということであり、我々
が示すことで現れるものであった。それ
ゆえに規律の網の張り方がうちの場合は
このように張ります、これが我々流の

〔正式な〕張り方です、だからそのよう
に張れば正しいのだ、という言い方が可
能になるように思われる。しかしそれは
古来より一貫して変わらない不動の教義
というわけではない。対応表は我々が善
悪に触れるたびに更新され、ゆるやかに
規定され直されている。しかもその規律
の網の張り方はある意味、共同体が「た
またま」歩んできた経緯でそのように張
るようになっただけであって、その張り
方には、それを正当と保証する何らかの
定言的な基準はない。もちろんこの「正
しい」の用法はある意味で各共同体にお
ける倫理の在り方を正しく表現できてい
よう。しかし世界にはやはり絶対的な善
も悪もない。

５．倫理の正当性を問う行為が意味する

ところ

前項でイデア的規範の存在を前提とし
た倫理の表現を否定した上で、より詳細
にこの語の姿を明示することが必要であ
ろう。

どのような場面で倫理を〔正しい／誤
り〕と言うべきなのか（言えるのか）、
そのような表現が正しく使われるべき場
面はこう考えられる。

まず、倫理の規則が共同体によって異
なるならば、当然のことだが「倫理」は
もっと分解されなければならない。もし
共同体ごとに倫理を分解し、それらに直
示的に名を与えるならば、それぞれが倫
理の対応表を持つことになり、前項で示
した二つの「正しい」のうちの後者、す
なわち「我々が示すゆえに倫理は正しい」
の意味で正しいということはできよう。

一方でそれらの総体について、つまり
倫理一般について何かを正しいというこ
とはできるだろうか。

「それぞれの共同体がもつ道徳的規範
の総体」を倫理とよぶならば、「それぞ
れの共同体がもつ道徳的規範の総体は正
しい」という命題が作成される。しかし
この命題は私には無意味に思われる、も
しくはほとんど内容のない命題に見え
る。なぜなら次のように考えてみればい
い。まずは「一致する」という意味の

「正しい」用法において。
野球、サッカー、バスケットボール、

アーチェリー、マラソンなどはそれぞれ
規則が異なるが、それらの総称をスポー
ツという。各競技はそれぞれにそれぞれ
流
．
の規則を示している。だがそれらの総

体たる「スポーツ」において、「正しい
スポーツ」とか「スポーツとして正しい」
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などという言い方は何を示すだろうか。
「野球」一つをとった場合、その規則
（対応表）と照らし合わせてプレーヤー
の行動が正しいかあるいはルール違反を
しているかが判断される。そしてその規
則はその競技の社会において示されてい
る。これに対して「スポーツ」は、それ
自身何の対応表も持たない。あえて言う
ならば何らかの

．．．．
規則のもとで体を動かす

ということぐらいしかルールがないよう
に思われる。しかし仮に「何らかの規則
のもとで体を動かしている」という枠組
みはあったとしても、それは競技規則で
はない。それはゲームのカテゴリーの枠
組みである。

試しにそれぞれの共同体の道徳的規範
に唯名的に名を与えてみよう。A共同体
の規範をアケフ、B共同体の規範をピグ
ツ、C共同体の規範をウブク、･･････な
どというように。アケフ、ピグツ、ウブ
ク･･･においては、それに参加している
プレーヤーの行動はそれぞれの規則と照
らし合わせてそれぞれ規則に従っているか
その行動の意味するところが出力される。

しかしそれらの総体としてのいわゆる
倫理ではどうか。もし「倫理」が共同体
に固有の道徳規範の総体という意味なら
ば、その言語ゲームはすべての共同体の
道徳規範において今現在共通して保有さ
れる内容こそが正しいということになろ
う。しかしこれはほとんど無内容である。
なぜならば総体としての倫理はどんな対
応表も持ちえない。あえて言えば「善と
よばれる行為を行え、そして悪とよばれ
る行為を禁止する」という前提としての
指示のみがその冒頭に記載され、何を
善／悪とするかという各論的規範は一切
書かれていない。ほぼ白紙の対応表があ

るだけだろう。あらゆる階層のすべての
共同体の対応表に共通する規範など存在
しない。13）ゆえにこの意味において倫理
という語は単に規範という意味しか持た
ないであろう。

倫理という語を「あらゆる共同体倫理
の総体」という意味で捉えた場合、倫理
は単に「規範」という程度の意味しか持
たないように思われる。

一方、後者の「正しい」の用法におい
てはどうか。しかし概念としての規範は
いかなる対応表も持っていないのであっ
た。それゆえ「我々が示すゆえに正しい」
という言い方はできないと思われる。つ
まり示す内容を持たぬゆえ、これが我々
流の示し方であると言うことさえできな
い。言い換えれば、何の規律の網も張っ
ていない。

倫理は「どの共同体の、かくかくのル
ールを持つ規範」というアドレスをとも
なって初めて対応表を持つと言えるだろ
う。結局総体としての倫理という語は私
たちが正しく使っているときの通り、

「規範」という程度の意味しか持たず、
概念としての法則性のみを示し、いかな
る意味においても正しいと言うことはで
きないように思われる。一方倫理という
語は、共同体のアドレスが与えられて初
めて「実践」の意味を持ち、何よりも示
すがゆえに正しいという正当性を持つと
思われる。

結局のところ総体としての「倫理の正
しさを問う」とはどういうことなのか。
善悪に関することという共通点こそあ
れ、総体とは異なるルールが実践されて
いるゲームを束ねたものである。そこで
はただ異なるゲームがいくつも散在して
いるにすぎず、規則の異なる諸ゲームを
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一括して正しさを問うということは「ル
ールとは何か」を問うことにすぎない。
すなわち倫理の正しさとは、「規則」に
おける正しさの正当性を問うことにほか
ならないのである。結局、倫理の正当性
を問うという問題の本質は、根元的規約
主義を代表とするいかなる立場で規則を
把握すべきかという問題であるように思
われ、倫理の正当性を要請するという誤
解は解消に向かうものと思われる。

B．教育と倫理規則

１．世界共通の価値について

ここからは以上の考察をベースにしな
がら、哲学的手法を離れ、教育現場に関
わる話を交えていきたい。

まずは世界共通の価値の存在をどう考
えるかについて。世界共通の倫理などは
存在しないはずであるにもかかわらず、
実際に現代世界を見渡してみると、一見
多くの価値は世界で共有され、あるいは
一部の倫理については共同体間において
際立った変異が見られないなど、価値の
共有があるかのようにも見える。しかし
前述したように世界の（全ての階層の）
全共同体が同じ倫理を文字通り共有する
ことはそもそも考えにくい。それは倫理
の正当性がまさに「示すこと」にあると
いう意味において、それを示さない共同
体があるからにほかならない。だが一方
で、規範の中身によっては、大多数の
人々（共同体）が善（悪）と認める、い
わば「概ねの合意」とでもよぶべきもの
が形成されつつあるようにも見える。これ
については別に検討が必要であるが、一般
的なこととして以下のことは言えるであろ
う。

まず第一に「近代以前」と「それ以降」
では成立した「概ねの合意」の数量は異
なるであろう。移動手段が乏しく、共同
体間の人々の交流が少なかった時代にお
いては、合意の機会自体が少なかったと
考えるのが妥当である。しかし航海技術
の発展や鉄道・自動車・飛行機の出現の
たびに、人々の交流は飛躍的に盛んにな
り、また通信・印刷手段の発展、英語の
普及、そして近くはインターネットの普
及などによって相互理解や規範意識の合
意形成の機会は増加したに違いない。通
時性とは一部にはこういうことを含むで
あろう。

第二にそもそも人間が共通して見せる
動物的反応、すなわち死への恐怖、不公
平へのねたみなどの獣性、あるいはそう
した反応とその後の経験による他者との
融和の要請といった原初的、あるいは根
源的な反応が、全く異なる地域や時代に
同じ、もしくは類似した思想体系を現出
させることはむしろ自然なことと言えよ
う。

その結果、人を殺してはいけない、盗
んではいけない、すべての他者に敬意を
払うべきである･･･などの生そのものや
生の在り方に関する大きな命題について
の世界における倫理の合意は、まだまだ
不完全ながら徐々に形成されつつあるの
かもしれない。しかし「時間を守らなく
てはいけない」のような各論ともいえる
命題や、「神との契約を守る」などの宗
教の教義および生活習慣に関わる命題に
ついては、全体が共有するには程遠いよ
うに思われる。

価値の共有はコミュニケーションによ
って醸成されるものであり、それはたと
えば永遠平和のような人類全体の合意を
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要求する目的の達成には寄与するであろ
う。しかし価値の統一はまた、文化の消
滅を意味する。我々が示すゆえに倫理は
重要なのであり、重要なゆえに我々は示
すという二項の機関車的なフィードバッ
クが推進力を生む構造からして、我々は
そう簡単に「示す」ことをやめることは
できないであろうと思われる。あるいは
やめればたちまちのうちに倫理は正当性
を失う。

２．教育現場への倫理規則の援用

倫理にはイデア的な判明性は存在しな
い。川谷茂樹の論文からの次の引用は
我々の行為の規範の在り方を端的に表し
ている。

「われわれのあらゆる行為は仮言的で
ある、つまり、せいぜい適法性（レガリ
テート）をもつだけで、道徳性（モラリ
テート）をもたないという可能性を廃棄
できない。」14）

川谷はカントの定言命法に根拠が与え
られるかどうか検討し、次のような主旨
を述べているように思われる。まず、根
拠を問えない命令が存在するのでなけれ
ば、道徳規範の道徳性の根拠は見出しえ
ず15）、その根拠を命令の外部に求めた時
点でそれは仮言的になってしまう16）。定
言的な命令は何もせずに受け入れること
であり、その現存は知の領域を超えてい
る17）。そのうえで命令という語は拒否し
たり無視したりすることが可能であるこ
とを含意しているのであって、命令とい
うものが一つの言語行為である以上、定
言的ではありえないことに言及し、定言
命法とは一種の自己矛盾であるという可
能性すら示唆しているように私には思わ

れる。いかにもその通りだろう。本稿の
主旨に合わせて考えてみても、私たちは
様々な振る舞いを共同体の対応表と照合
しながら、そのつど判断を下すという手
本を示すゲームの中で、先人が私たちに
それを示し、次に新たな世代に対して私
たちが手本を示すという行為をくり返し
てきたにすぎないのであるから。あらゆ
る倫理にその正当性を支える定言的規範
は存在しない。

それでは教育現場において倫理を示す
ことすら全くのナンセンスということに
なるのか。そうはならない。たしかに倫
理はア･プリオリに定まったものでも天
から降ったものでもない。そもそも定言
的な善や悪、つまり「人としての道」な
る規範がどこかに存在するわけではな
い。

行為の規範の正当性の在り処は、それ
ぞれの共同体において規則に従って私た
ちが示していること自体にある。また、
哲学的考察の３に記したように、社会の
安定に価値をおいた場合に行為の規範の
存在意義は判明性を持つが、現に私たち
は社会の安定に価値をおいている。私た
ちは価値を見出し、またいかなる価値を
優先するかを選択することができる。そ
して倫理が正しいから我々はそれに従う
のではなく、我々が示すゆえに倫理は正
しいのであった。だが我々が倫理を示す
とき、我々はすでに価値を選択している
のではないだろうか。そしてそれによっ
て我々は我々が選択している価値を実現
させている、もしくは実現させたいと思
っているように思われる。もちろん個々
の行為のたびにある

．．
価値を実現させよう

としているのではあるまい。しかし倫理
に従うことの意義を立ち止まって考えた
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とき、それが価値の実現にとって不可欠
な手段であるという了解がひとたび行わ
れると、それは我々の価値を実現させる
手段という一種の内包としてその役割り
を演じ出すように思える。無論、価値の
選択とは恣意などによってではなく、共
同体の歩んできた歴史の時間軸や内在論
理と整合的な形で、共同体の経験したあ
る出来事が清算され振り返られたとき
に、時間をかけて見出されるものであろ
う。ミネルバの梟は夕暮れを待って飛び
立つとヘーゲルが言ったように。

ある意味で倫理規則は言語規則と相似
形の言語ゲームである。状況によってゲ
ームのルールが変わるように、また国に
よって言語が変わるように、共同体によ
って行為の規範の在り方が変化する。そ
れが世界がこの世界たるありのままの姿
であろう。共同体の住人にとって、「共
同体の倫理」の在り方を決定しているこ
うした共同体の内在論理を重視した生き
方が自然な姿であることは否定できない
と思われる。

誰が、あるいは何が我々に行為の規範
（倫理）を教えただろう。我々が生まれ
立ってから我々に倫理を示したのは両親
や祖父母、親戚、学校の教師、友人の親
や近所の人々、あるいは通りすがりの老
人だったかもしれない。すなわち、我々
に倫理を示したのは共同体である。私た
ちが倫理を重要とみなすことに何らかの
判明性を求めるならば、その一つは我々
がこうした共同体それ自体を重要なもの
とみなすがゆえであろう。あるいは共同
体から逃れることはできないという言い
方もできるかもしれない。それを世俗的
な例で考えれば、家族をはじめとする共
同体への愛着や社会性の獲得欲求、ある

いは私や、私の周囲の人々が所属する共
同体が規律ある共同体であってほしいと
願う心ゆえということになるかもしれな
い。

３．共同体の内在論理と世界の共存

倫理規則から今後の教育について考え
てみたい。言うまでもなく倫理規則を含
む共同体の内在論理と教育は不可分であ
る。グローバル化とか国際化といった言
葉が先行しているようであるが、国家間
の人的交流量が増加していく時代にあっ
て、こうした共同体の内在論理の重要性
は果たして薄れていくのであろうか。私
には逆に重要性が増すばかりであるよう
に思われる。留意すべきはグローバル化
とは単なる均一化の流れではないという
ことである。各国の経済システムの相互
依存が高まり、いわば一蓮托生になった
としても、共同体ごとの価値の内在論理
は異なる足跡を持ち、異なる物語をもっ
て閉じているという一種のモナドロジー
の様相を呈している。近現代に入り、そ
れぞれの小世界の窓を通してコミュニケ
ーションが活発になっているとはいえ、
価値についての合意はまだまだ表面的な
ものと言えるだろう。私たちはコミュニ
ケーションによって相互理解できる可能
性を有している。しかし一方で共同体の
持つ価値の公理系は遥かに強靭で恐るべ
き力を有する。それを侮り、いわば利益
を優先することが野蛮化の大きな原因の
一つであることは歴史が証明していよ
う。私たちは大きな倫理の合意を大切に
しながらも、互いの文化の前では首を垂
れ、長い時間をかけて根気強いコミュニ
ケーションを続ける中で少しずつ相互理
解の幅を広げていくべきであろう。その
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大半は子々孫々に受け継がれるテーマと
なっていくだろう。それゆえに今後は共
同体の倫理観を背景にした教育の重要性
が増し、いわば個々人における「世界を
見渡すための基準軸の構築」としてそれ
を行わなくてはいけないはずである。な
ぜならそうした自らの立ち位置の把握こ
そが相手の文化を理解する上で不可欠な
力になるからだ。対象の大きさを正確に
把握するために適切な距離があることを
カントは指摘した。自らの立ち位置を把
握し、対象までの適切な距離をとり、互
いの座標と対象の姿を正確に把握する。
こうした感覚を国際感覚というように思
える。

そもそも教育は共同体ごとに行われて
きた。教育が歴史や伝統・文化に根ざし、
国の歩んできた道筋や時間軸の延長線上
にあるということは教育の自然な姿、つ
まり妥当性の高い教育の在り方であろ
う。世界のあらゆる共同体では、それぞ
れがそれぞれの倫理を示し続けながら、
各々の社会システムは回り続けている。
一方で共同体間の交流が急速に盛んにな
っている。現代のもつこれら二つの側面
は一層グローバル化していく世界にあっ
ても、今後の日本の教育が、国際化とい
う一方向だけを志向するのではなく、文
化や伝統、歴史、道徳、宗教、言語を始
めとする内在論理に沿った教育を合わせ
て行うこともまた、世界が世界たる前提
として重要であることを示している。ま
た、そうすることで子どもたちが共同体
の内在論理を基準軸とし、外部世界の論
理と正確に対比させることで、単に文化
の差異を認識するレベルにとどまらず、
あたかも染色体上の遺伝子座の位置を特
定するように、文化どうしの相対的な距

離関係を知覚したり、両者の根本的な内
在論理の違いを分析できる能力を有する
素地を身につけることになるように思わ
れる。そうした力が、否応なく相互理解
が要請される時代に平和を築き、一方で
日本人がボーダレスの時代に活躍するた
めに不可欠な条件であると感じられる。

４．倫理は我々の倫理である

余談である。私はこの滞在中、オック
スフォード大学に所属するイギリス人の
学者と知り合い、倫理の哲学的な分析に
ついて幾度か話し合った。私たちが交わ
した議論の一つは、超越論的領域を他の
やり方で説明する方法についてである。
これは一種の遊びであることを断わって
おくが、私たちは論考の体系を使い

（ア･プリオリな秩序が存在するという仮
定の中で）、論理自体のようなア･プリオ
リ性の強い概念が絶対的に記述不可能で
あるのに対して、倫理はとてつもなく膨
大な内容を記述しなければならないにせ
よ、数式化できる可能性があるのではな
いかというアイデアについて話した。倫
理とはそれぞれのコミュニティーのなか
で祖先たちが試行錯誤し、成功と失敗を
積み重ねて倫理としての形が作られてき
たはずである。そこではコミュニティー
内の円滑さや人間の幸福、摩擦の減少な
どが数的根拠となり、倫理として命題が
立ち上がる基準となっているはずだ。単
純な言い方をすれば、この成功と失敗の
積算が倫理に一定の妥当性を与える根拠
になりうる可能性を示唆している。もち
ろんそれは論考が示したような、思考可
能な領域における真・偽の出力とは明確
に異なり、「正しい」とか「誤り」とい
うことを100%言い表すことはできない。
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この場合の倫理に妥当性を与えるとは、
写像理論における「成立している事実の
説明」ではなく、数量的な幸福度を根拠
とした経験的な説明である。私たちが倫
理とよぶものは確かに「幸福度の積算に
よって妥当性を与えられた教義」という
定義ではない。ゆえにこれはあくまでも
一種の遊びにすぎない。

言うまでもなくこれは「効力が及ぶ領
野」を考慮に入れなければならない。そ
の積算は世界の各コミュニティーの異な
る環境というそれぞれの規定値の中で
成・否を出力してきたため、異なる倫理
として立ち上がったのである。

ここからも、一つのことは確かに言え
るであろう。「倫理は我々の倫理である。」
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のJon、Brian、そして親愛なるGinny、
Surreyに多大なご協力を頂いた。心から
お礼申し上げたい。またオックスフォー
ド大学Corpus Christi CollegeのN.S博士に
は私の掴みどころのない考えを辛抱強く
聞いていただき、お返しに多くの示唆を
頂いた。博士の親切心に感謝したい。

６．註

１)：野矢茂樹「規則とアスペクト－『哲
学探究』第二部からの展開」北海道大學
文學部紀要, 36(2): P.104
２)：共同体における倫理の一致とはソー
ル・クリプキの言う共同体における一致
を連想する向きもあろう18）。ここで私が
言う共同体の一致とはクリプキの語った
プラスとクワスを分かつ「共同体の一致」
のことではない。クワスにおいてほとん

どの人が72＋57という初めて解く問題の
答えとして５と答えるのを、クリプキは
共同体の一致とした。しかしここでクリ
プキの言う共同体の一致は行動の一致を
指していると野矢は指摘している。野矢
茂樹氏の挙げた例では「かくかくの場面
で誰もがほぼ一致して笑いだした」や

「ブタクサを嗅いだら誰もがくしゃみをし
た」という偶然の一致とこれは同じであ
る。一方、ここで私が示している共同体
の一致は、倫理の規則に従った実践の一
致を指す。
３)：議論の前提（１）；写像理論と言語　

ゲーム
ウィトゲンシュタインは論考の写像理

論において思考可能な領域と不可能な領
域の境界を明確にした。

成立していることがらを命題にしてみ
ることで物事の真偽が出力される。成立
している全ての事実を集めたものを彼は
世界と呼び、思考可能な領域とした。一
方で美や倫理などの価値は対象を取り出
せないので名は与えられず、写像理論で
表すことができない。言い方を変えれば
論理空間で真偽を出力できない。少なく
とも論考の体系において世界において成
立している事柄ではない。古来、そうし
た領域を無理に論理的に扱おうとした結
果、深刻な哲学的眩暈を生み出してきた。
ウィトゲンシュタインはそうした旧来の
哲学的問題を言語の扱い方に問題がある
場合に生じる誤謬であるとし、論考にお
いてこれを一掃することを意図した。ま
た後に、このような論理では扱いかねる
概念をうまく扱う方法として彼が導入し
たのが「言語ゲーム」という考え方だっ
た。言語ゲームの基本的な考え方は次の
ようなものであろう。
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それぞれの状況（ゲーム）において、
語はそのゲームのルールに従って振る舞
う。「水」という語を例にあげてみよう。
私が誰かに「水！」といった場合、ある
シチュエーションでその相手は「はい」
といってコップに入った水を渡すだろ
う。しかし別のシチュエーションでは

「水素原子と酸素原子からなる化合物で、
分子の形態をとる」と答えるかもしれな
い。別のゲームでは「残念！正解は油で
した！」と答えるかもしれない。こうし
たそのゲームにおける言語を取り巻く連
関の中でその意味をとらえていくやり方
が、言語ゲームの基本的な手法である。
例えば　「美」を説明するということ、
もしくは「これは美しい」という命題の
真偽を出力することは不可能である。美
を写像することはできない。しかし言語
ゲームというアイデアであれば「美」と
いう言葉の意味を説明しやすくなる。

「善い」や「悪い」も同様である。
例えば「若者が老人に席を譲る」という
行為を、多くの人は「善いこと」と言う
であろう。しかし「老人に席を譲る」と
いう行為において、「善い」は世界の事
実として成立していない。事実を論考の
公理系に沿って記述するのであれば、そ
れは「若者が席を立った。かつ、若者は

「どうぞ」と言った。かつ、老人は席に
座った、かつ、老人は頭を下げた。」･･･
などという行動描写が箇条書きにされる
のみであろう。ここに対象としての「善」
は立ち現れない。（※実際にはすべてを
要素命題に分解し、かつ対象を直示的に
指定しなければならない。しかし記述量
が膨大になることで理解しにくくなるこ
とを懸念して、ここでは説明の便宜上、
あえてこのような複合命題で、なおかつ

直示しない記述としたことをご了解願い
たい）。
４)：哲学的考察「倫理のアスペクト把握
と倫理の正当性をめぐる考察」２の項を
参照。
５)：議論の前提（２）；「善」をめぐる

言語ゲーム
「善い」とはどういうことか。前述し

たように、「善い」という言葉は対応す
る対象をもたない。ゆえに言語ゲームで

「善い」という言葉の意味を捉えてみる。
「善い」という言葉を取り巻く日常連

関を挙げると、たとえば次のようになる
であろう。私たちがある人の行った善い
と思われるある行為（たとえば「若者が
老人に席を譲ったこと」や「足の不自由
な人の荷物を運んであげること」などな
ど）に対して「善い」というとき、「善
いことをしたね、偉いよ」とか、「尊敬
します」とか、「貴方は困っている人の
気持ちが分かる人だ」などと言うであろ
う。「善いことをしたね、いい加減にし
ろよ！」とか「善いことをしたね、気ま
ずいことだな」などとは言わないであろ
う。さらにその人に対して微笑むかもし
れないし、感心し嘆息するかもしれない。
また、その行動を起こした当の本人は

「善いことをしたから気分が良い」とか、
「スッキリした」とか、「いやいや、それ
ほどでもないよ」などと言いながら、頭
を掻いたり、照れ笑いをしたり、あるい
は胸を張ったりするかもしれない。「善
いことをした、頭の痛いことだ」とは言
わないし、善いことをするときに、のた
うち回ったりはしない。また善いことを
してもらった人は「ありがとう」とか

「恐れ入ります」などと言いながら「一
礼」するというのが典型的な場面であろ
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う。つまり「善い」という言葉は「偉い」
「尊敬します」「困った人の気持ちが分か
る」「感心」「嘆息する」「気分がいい」

「スッキリした」「それほどでもないよ」
「頭を掻く」「照れ笑い」「胸を張る」「あ
りがとう」「恐れ入ります」「一礼」など
といった言語・行動の連関性を持つ語だ
といえる。

一方、例えば若者が老人に席を譲ると
き、その行動描写を「(a)若者が席を立っ
た。かつ、(b)若者は「どうぞ」と言った。
かつ、(c)老人は席に座った、かつ、(d)
老人は頭を下げた。」と記述したとする。
席を譲るという行動を「善い」とする
ならば、(a)～(d)のどの行動に善は存在
しているというのか。もちろんこれらの
行動描写の中に対象としての善を見出す
ことはできない。では若者がこれらの行
動に先立って「老人は立っているのが大
変だから席を譲ってあげよう」と思った
とする。あるいは「かわいそう」とか

「つらそうだな」という感情を持ったの
かもしれない。いずれにしても、こうし
たなにがしかの心的現象を私たちは「善」
とよんでいるのであろうか。

我々は子供のころから「善いこと」を
何度も見ているうちに、「善」とは何かを
知ってきたことは間違いがない。まるで
心の中に赤の色見本があるかのように、
私たちの心の中に「善」の見本があって、
そうしたモデルのカテゴリーにあてはま
ると判断される心的現象を善と言って
いるのか。いや、こうした心的現象を善
とよんでいるのではない。これだけでは
不十分である。なぜなら、たとえ若者が

「あの老人は立っているのがつらそうだ
から、席を譲ってあげよう」と思ったと
しても、実際には譲らなかったならば、

周囲の人々はそれを善とはよばないから
だ。

つまりなにがしかの心的現象を我々は
「善」とよんでいるわけではなく、そう
した心的現象の有無とは全く無関係に、
あくまでも(a)～(d)の行動描写に対して
我々は「善い」とよぶのであって、なお
かつその時には「偉い」「感心」「尊敬す
る」「頭を掻く」「照れ笑い」などといっ
た連関性を伴っていないといけない。そ
してここではそれぞれの共同体におい
て、どのような具体的行為の周辺にこう
した連関性が張られるのかを問うている
のである。
６)：野矢茂樹「規則とアスペクト－『哲
学探究』第二部からの展開」北海道大學
文學部紀要, 36(2): P.107
７)：同　P.120
８)：同　P.111
９)：「ウィトゲンシュタイン全集８『哲
学探究』」藤本隆志訳:P.176
10)：野矢茂樹「規則とアスペクト－『哲
学探究』第二部からの展開」北海道大學
文學部紀要, 36(2): P.114～115
11)：一部の場合を除きというのはどうい
う場合か。もちろんそれは小さな共同体
の方が大きな共同体の一部として含まれ
ている場合の両者の比較である。
12)：不確かなことだがこの対応表の照会
と善悪の出力は論理的に真偽を出力した
ときの感覚に近いなどの、何らかの錯覚
がそこにあり、それが倫理の正当性の幻
影の正体なのかもしれない。これについ
ては別に検討が必要である。
13)：あらゆる階層の共同体ということで
いえば、例えばある宗教において、社会
を混乱させる者を殺すことを是とする教
義があって、それを倫理として採用して
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いる共同体、あるいは「殺される前に相
手を殺すべき」などの考えを持つなどの
死生観の異なる部族のような共同体の存
在もまた十分に考えられる。
14)：川谷茂樹「道徳の絶対性について：
カント、道元、デリダ」北海学園大学学
園論集130, P.14
15)：同　P.９　
16)：同　P.10
17)：同　P.11
18)：野矢茂樹「規則と事実」科学基礎論
研究17,P.81

７．文献

○L.Wittgenstain/Translated by D.F. Pears
and B.F. McGuiness「Tractus Logico 
Phirosophics」 Routledge

○ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン　
奥雅博訳「ウィトゲンシュタイン全集１」
大修館書店

○ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン　
藤本隆志訳「ウィトゲンシュタイン全
集８」
大修館書店

○ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン　
野矢茂樹訳　「論理哲学論考」 岩波
文庫

○ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン　
藤本隆志・坂井秀寿訳「論理哲学論考」
法政大学出版局

○ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン　
丘澤静也訳　「反哲学的断章」 青土社

○ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン　
大森荘蔵訳　「青色本」 ちくま学芸
文庫

○ノーマン・マルコム　板坂元訳　「ウ
ィトゲンシュタイン－天才哲学者の思
い出」 平凡社ライブラリー

○イマニュエル・カント　「純粋理性批
判」 岩波文庫

○ソール・クリプキ　黒崎宏訳「ウィト
ゲンシュタインのパラドックス」産業
図書

○大森　荘蔵　「時間と自我」青土社
○大森　荘蔵　「意味について」川並総

合研究所論叢1,257-274
○川谷　茂樹　「道徳の絶対性について：

カント、道元、デリダ」北海学園大学
学園論集130,A1-A19

○黒崎　政男　「カント　純粋理性批判」
講談社選書メチエ

○貫　　成人　「カント」 青灯社
○野矢　茂樹　「規則とアスペクト－

『哲学探究』第二部からの展開」北海
道大學文學部紀要, 36(2): 95-135 

○野矢　茂樹　「規則と事実」科学基礎
論研究17,81-86

○野矢　茂樹　「ウィトゲンシュタイン　
『論理哲学論考』を読む」ちくま学芸
文庫

○野矢　茂樹　「哲学航海日誌Ⅰ・Ⅱ」
ちくま学芸文庫

○橋爪大三郎　「言語ゲームと社会理論　
ヴィトゲンシュタイン・ハート・ルー
マン」勁草書房

○橋爪大三郎　「はじめての言語ゲーム」
講談社現代新書

○橋爪大三郎・大沢真幸 「ふしぎなキリ
スト教」講談社現代新書

○林　健太郎　「歴史の精神」日本実業
社出版

平成23年度海外研修員
研修先：オックスフォード・イングリッ

シュ・センター
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◆研修目的

現在勤務校において、小学校3年生か
ら6年生までの児童に英語授業をしてい
る。公立小学校での英語活動必修化に伴
い、英語教育について様々な取り組みが
クローズアップされる中、長い間英語教
育活動を実践してきた私立学校は、どの
ような方向を目指すべきかについて自分
なりの考えを持ち、児童の興味・関心、
学力を伸ばすための技術を身につけたい
と考え、英国での研修を希望した。

国際化の進展に伴って、児童は将来自
分とは「異」なるものと「共生」できる
能力の重要性が高まる社会を生きていく
こととなる。その中で、英語という道具
を用いながら異なる価値観をもつ多くの
人々と出会い「ちがい」を柔軟に受けい
れつつ、国際社会に貢献できる人材とな
ることを期待する。その人材を育成する
ため自分自身が、語学力を含むコミュニ
ケーション能力を高めると同時に、英語
教授法の理論と実践を体系的に学びたい
と考えた。

１：研修計画

国際教育交換協議会（ＣＩＥＥ）主
催・教職員海外派遣研修に参加し、教
授法理論・語学力向上・実践演習等の
プログラムを受講する。

２：University of East Anglia （国立イー

スト・アングリア大学）について

１）大学基本情報
創立：1963年　
立地：Norwich, ENGLAND 

（イギリス；ノーリッジ）
概要：国際的に評価の高い高水準

の教育を行っている。優れた研
究成績で近年注目を集めるイギ
リスのトップ５大学のひとつで
もある。イギリス国内調査では、
学生の満足度が高い大学のトッ
プ３にランクインした。また世
界各国からの学生に対しての語
学研修にも実績があり、ティー
チャートレーニングにおいても
定評のある大学である。

大学構内には建築関連の賞を
受けた建築物が数多くあり、現
代芸術のギャラリーとして世界
的に有名なSainsbury Centre for 
Visual Artsもその一つである。
湖や広大な芝のグラウンドが広
がるキャンパスはとても美し
く、学生・留学生のみならずノ
ーリッジの街の人々にも広く親
しまれる憩いの場所となってい
る。

小学校における英語活動の向上

立教女学院小学校　教諭

杉本　祥子

●

●

●



２）Norwich(ノーリッジ)について
イングランドの東海岸に位置する

ノーリッジは、イングランドで最も
住みよい街の１つとして知られてい
る。街中には壮大なノルマン調の古
城や大聖堂、中世の建築物や、博物
館、ギャラリー、劇場などの文化施
設も充実しており、美しく整備され
た公園や石畳の道などと共に街に落
ち着いた雰囲気をもたらしている。
ノーリッジのランドマークであるノ　
ーリッジ大聖堂はイングランドで最
も高い尖塔と最も長いモザイクの回
廊をも持つことで有名である。ノー
リッジの近くには美しいノーフォー
ク海岸が広がっており、ハイキング
やセイリングなどのアウトドア・ア
クティビティーを満喫できる。

３：ＮＩＬＥ（Norwich Institute for 

Language Education）

第二外国語の指導に携わる教員を対
象とした研修、ティーチャー･トレー
ニングを専門とする語学教育機関であ
る。イーストアングリア大学構内にオ
フィスを構え、世界各国からの語学学
生を受け入れている。英国の一流大学
の環境・設備を活用し、優れた専門性
をもつ高品質な研修の提供を行ってい
る。

本研修はＮＩＬＥが日本の教員のた
めに企画した。プログラムでは、日常
的なコミュニケーション能力を高めな
がら、イギリスの社会や文化について
の知識を深めること、児童が英語に親
しみ、興味・関心を高められる授業が
行えるよう英語活動の指導方法、動機
付けの工夫などを具体的に学ぶことを

目的として実施された。

４：英語演習（Language Development）

＊授業初日は、オリエンテーリングに
出かけた。街のランドマークや歴史
的な建物などがチェックポイントに
設定されており、ヒントを元にして
街を探索する活動である。

１）授業の内容
イギリス人講師マリア・ヘロン（Maria
Heron）から、 以下の内容での授業
を受けた。

：自己紹介の活動紹介
：イギリスの教育事情
：イギリスのお祭り
：ロンドンの地下鉄事情
：イギリスの小学校①
：vocabulary獲得のための活動紹介
：イギリスの家族の生活
：イギリスの小学校②
：その他 Activities

２）各授業の展開
：自己紹介の活動紹介

・“SHOKO”であれば“S”から始
まる言葉（slow; sing; sky; simple; 
smile…）を使って自己紹介する文　
を作る

・クラスの前で発表する。
・前の人が言った紹介文を、どんど

ん付け加えながら紹介を続けてい
く。

・全員終了したら、“Something 
interesting”と聞き、印象深かっ
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自分の名前の頭文字を使って、自己
紹介の文を作ろう

ii
iii
iv
v
vi
vii
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ix
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たことを振り返る。

☆言葉が制限されることで表現を工
夫しようとできる。また、印象に
も残りやすい。お互いの名前と関
連させて覚えることができる。

・右図のようなwebbing を提示し
「これは全部私に関係しているこ
とです。私のことを、紹介してみ
てください」と投げかける。

・挙げられている言葉や数字から推
測した内容を、文章にして本人に
問う。
例）Are you teaching for 31 

years? / Yes!

Do you have a dog? / No! 

☆クイズにすることにより、全員の
参加を促すことができる。一辺倒
な自己紹介にとどまらず楽しい雰
囲気で行うことができた。

イギリスの教育事情について
・イギリスの義務教育は５歳から16

歳まで実施されている。
システムは以下の通り

Web を作って、自分クイズ
を出してみよう

ii
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・教科書は国から支給されており、
各家庭は購入する必要がない。

・始業は9：50。3：00まで授業が行
われる。その後、放課後活動の時
間とされる。

・学校の予算は、通学している児童・
生徒数によって決められる。教員
の給与もそこから支払われる。

・７歳と11歳のすべての子どもは、
全国統一試験を受ける。科目は、
英語・数学・科学である。この成
績は公表されるため、保護者や地
域の評判に大きく影響を及ぼして
いる。

・障害児や、その他支援を必要とす
る児童生徒は、特殊学級および特
殊学校での教育を受ける。

・year11（16歳）の時生徒は、GCSC 

(General Certificate of Secondary 

Education)と呼ばれる一般中等教
育終了試験を受ける。科目は、数学・
英語・歴史・地理・現代言語・宗教・
音楽・ 美術である。

・イギリスでは、“Gap Year”と呼
ばれる期間を取るのが一般的であ
る。これは、大学入学前の１年間
を、ボランティアや旅行・留学な
ど、自分で計画した方法で過ごす
期間で、社会人としての自分を見
出すヒントを得ることができると
されている。

・英国での新学期は９月である。そ
のため７・８月生まれの子どもは、
いわゆる「早生まれ」に当たり、
Summer-born childの問題として
盛んに議論がなされている。対策
として、１月まで入学を待つこと
ができる、家庭が入学の時期を選

ぶことができるなどの措置が取ら
れているが、今も検討中の教育課
題となっている。

☆以上の内容を、
a) True or false；クイズ方式
b) Dictation ；ペアになって、空
欄のあるworksheet を持ち、それ
ぞれが大きな声で音読をしなが
ら穴埋めをする。

c) Discussion；自分たちの状況
と照らし合わせながら、日本
との違いや良い点悪い点など
の意見を交換する。

などの方法を使って学んだ。

イギリスのお祭り
▼イギリスの主な祭り：Christmas; Easter; 

Valentine's Day; Hallo ween; など、日本
でも習慣化されているものの他、以下
のものがある。

*Harvest festival（ハーベストフェスティバル）
収穫感謝祭
９月もしくは10月に行われることが多
い。人々は、地元の果物や野菜を贈り
あっていたが、最近はなま物でないも
のや、缶入りのものが一般的になって
きている。

*Rash Hashana（ラッシュハシュナ）
ユダヤ教徒の新年のお祭り
ユダヤ暦のTishriと呼ばれる月の初め
の日に行われる。西暦では９月にあた
ることが多い。神に過年の悪行の許し
を乞い、新しい年を迎えるための礼拝
をささげる。
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*Clocks go Back（クロックスゴーバック）
時計をサマータイムから元にもどす日
10月の最後の土曜日の午前０時に、時
計を１時間戻し、グリニッジタイムに
合わせる。

*Bonfire Night（ボンファイアーナイト）
11月５日に祝われる日
Guy Fawkes Night としても知られる。
あちこちで花火が打ち上げられる。

*Diwali （ディワリ）
ヒンドゥー教の新年のお祭り
ヒンドゥー暦のKartik と呼ばれる月の
15日目に行われる。イギリスのヒンド
ゥー教徒の人口は15,500人である。
（1999年現在）

*New Year（ニューイヤー）
新年の祭り
多くのイギリス人は、12月31日に祝う。
スコットランドでは、バグパイプを演
奏し親戚や友人を訪ねて歩く。

*Ramadan （ラマダン）
イスラム教の断食
イスラム暦の９番目の月、断食の月に
行われる。日の出ている間は何も食べ
たり飲んだりしない。ラマダンの最後
に、Id-ul-Fiuという名の祭りを催す。
イスラム教徒の人口は、580,000人で
ある。（1999年現在）

*Chinese New Year（チャイニーズニューイヤー）
中国の旧正月
ロンドンのチャイナタウンの至るとこ
ろで、爆竹を鳴らして盛大にお祝いす
る。餃子やケーキを食べ、子どもたち

は赤い封筒に入ったお年玉をもらう。

*Burns Night（バーンズナイト）
スコットランドの作家の誕生日
スコットランド方言で、たくさんの詩
や歌を作ったBurns を記念する日。ス
コットランドの伝統的な肉料理を食べ、
バグパイプを演奏してダンスを楽しみ
ながらウィスキーを飲む。

*Pancake Day（パンケーキデー）
懺悔をする火曜日の別称
受難節の一日前に催される。受難節の
間、多くの人がアルコールやチョコレ
ート・お菓子などを断ち、自分の罪と
向き合う期間を過ごす。その前夜、最
後に楽しむ夜としてレモン果汁と砂糖
とともにパンケーキを食べる習慣がある。

*Patron Saints Days（ペイトロンセインツデイズ）
英国出身の聖人たち（St. David; St.Patrick;
St. George; St. Andrew）の記念日。

*Mother's Day 

母の日。英国では、イースターの３週
間前の日曜日に祝う習慣になってい
る。もともとは、キリスト教徒達が母
教会に帰る日曜日として親しまれてい
た。後に、若い世代が自分の母親を訪
ねる祝日になった。

*Comic Relief（コミックリリーフ）
資金を募るためのイベントとして催さ
れる。別称「赤鼻の日」とも呼ばれ、
人々はピエロのように赤い鼻を買いお
もしろいことをしなくてはならない。
２年に１回、３月の金曜日に催される。
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*April  Fool's Day（エイプリールフール）
４月１日に、友人同士でいたずらをし
あう。通常お昼までにいたずらをする。
もし、お昼を過ぎていたずらをした人
がいたら、その人が“Fool”と言われ
る。

*May Day（メイデー）
春の訪れを祝して、５月１日に催され
る祭り。通常、メイポールダンスを踊
って祝う。

*Sports Day（スポーツデー）
英国の学校では、６月か７月の夏休み
直前にスポーツデーを設けている。

*Summer Fate （サマーフェイト）
多くの学校や教会、ボーイスカウト・
ガールスカウトの団体が、資金集めの
ために行うお祭り。通常６月、７月に
開催される。手作りのケーキ、手芸品
や古着などを売り団体運営の資金とす
る。

*Father's Day 

父の日。６月第三日曜日に祝われるお
祭り。比較的新しいが、お祭りとして
定着している。

*Notting Hill Carnival（ノッティングヒルカーニバル）
カリブ人のお祭り。８月最後の日曜と
月曜に、ロンドンのノッティングヒル
で開かれる。1964年にトリニダートか
らの移民たちによって持たらされた。
スチールバンドとともに音楽が演奏さ
れ、ダンスを踊る。

*Highland Games （ハイランドゲームズ）

８月末から９月にかけて、スコットラ
ンド全土で開かれる祭り。力自慢の男
たちが、巨大な木の幹をどれだけ遠く
に投げられるかを競う。他にも、バグ
パイプ演奏のコンペやスコティッシュ
ダンスのコンペなども開かれる。

☆ 以上の祭りについての解説が書かれた
ワークシートの空欄を埋めつつ、祭り
の内容や由来を学んだ。

☆ 初めて知ったものを１つ選び、生徒同
士で紹介しあうアクティビティーも行
った。

▼その他、世界各国の珍しい祭り
* Tomato Festival  (Spain)

* Beer Can Regatta  (Australia)

* Burning Man Festival  (U.S.A.)

* Naked Man Festival  (Japan)

* The wife carrying Festival  (Finland)

* The Festival for Women  (Greece)

* The Rubber Duck Race  (Singapore)

* Cat Throwing Festival  (Belgium)

☆一人ひとつだけ、祭りの情報を書いた
カードを受け取る。教室内を歩きなが
ら、お互いに情報を伝えあう。そのお
祭りが実在のものか架空のものかを、
聞いたものは判断してtrue or false で
答える。

ロンドンの地下鉄事情：BBC

“Learning English”のサイト　
記事より

・ロンドンの地下鉄は、別称“Tube”

と呼ばれる。とても狭いトンネルの
中を走るため車内もとても狭い。た
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くさんの乗客が同じ電車に乗り合わ
せるが、会話を交わすことはほとん
どない。

・ほとんどの乗客は、本を読むか新聞
を見ていることが多い。

・その理由は、いくつか考えられるが
１）走行音が大変うるさく、話が

できない。
２）狭い車内で話をするのはマナ

ー違反である。
・車内で会話をする人は“変な人”と

みなされ、不思議な目で見られるこ
とが多い。

☆以上の内容の記事をリスニングで聞
き取り、含まれている語彙や表現方
法を学んだ。

☆その後、記事に対してのディスカッ
ションを行った。
・車内のマナーは日本でも問題にな

っているが、一人も話をしないと
いうことはない。

・実際にロンドンで乗車したが、必
ずしも記事の通りではないように
感じた。時間帯や路線にもよるの
かもしれない。

・都市の中でも、地下鉄がある都市
はより発展している。たくさんの
人達が集まってくる場所であれば、
より一層の気配りやマナーが求め
られるのは当然である。

など、国や生活地域によって様々な
意見が出され、議論をすることがで
きた。

イギリスの小学校①：
Reception Class（レセプション
クラス）
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・４歳から５歳の子どもが通う。集団
いる。

・きちんと座っていることへの忍耐や、
社会生活に適応する方法を学ぶ。

・１クラスのサイズは25－30人。30人
を超えることはない。

・教室には丸い机といすがあり、フロ
アに座るためのスペースもある。

▼哲学の授業
・１学期に２回実施する
・教科の目的：仲間割れすることなく、

意見交換をする方法を学ぶ。お互い
の考えや見方を尊重することの大切
さを小さいうちから身につけること
を大切に考えるためである。

v

◎哲学の授業活動例　『自分の気持　
ちを表現しよう』

・児童は円になって座っている。
円の中心にカゴを置く。

・カゴの中に様々な表現の絵カー　
ドが入っている
（e.g.うれしい；悲しい；怒っ　
ている；困っている…）

・自分の気持ちに一番近いものを　
選ぶ。

・なぜそのカードを選んだのかを
説明する。

・聞いている者は批判や否定をし
ない。



▼教師の役割

・よく褒めることが大切である。クラ
スの子どもたちの前で、子どものよ
い行いについて具体的に褒める。褒
められたことを示すステッカーやサ
インを与えて励ますために使う。

・Golden Rules（大切な約束）を４つ
定めて、子どもたちに意識をさせる
①最初は、先生の言ったことをきち

んとやってみよう。
②みんなに親切にしよう。だれかを

傷つけてはいけません。
③みんなで使うものを大事に扱おう。
④静かな声で話をしよう。

・社会性を身につけるための練習であ
ることを常に意識し、子どもたちに
社会人としてのよいモデルを示すこ　
とが求められる。

・子ども同士のけんかの仲裁の際には、
背中や肩・手をなでてあげながら、
二人の言い分を聞く。「人に押され
たらどうしたらいい？」「いやだ。
やめてほしいって言おう。」「悪いこ
とをしたら、ごめんねと謝ろう。」

など、社会での約束を即場で示し
ていく。

▼School Council（学校会議）
・４歳から５歳の子どもたちが自分た

ちの学校を動かしていくための会議
に参加する。

・クラスの中から投票で選ばれた代表
者が10名ほど集まって開催される。

・議題はどんなおもちゃがほしいか、
もっと本を読みたいなど、子ども　

たちならではの視点から話し合いが
進められる。

・このように、小さいうちから自分た
ちのことを相談して決めていく経験
させることも重視されている。

☆以上のような内容をおさめたテレビ番
組“ Secret life of the classroom” を
視聴する。

☆教師の働きかけ；Keyとなる子どもの
変化；哲学の授業；スクールカウンシ
ルの持ち方などについて気づいた点を
discussionした。以下のような意見が
出された。
・子どものころから、自分の意見をき

ちんと表現する学習が重視されてい
ることに大変驚いた。

・アサーティブネスを意識した活動を
小さいころから体験させることは大
変有意義だと思う。

・自分たちのことを自分たちで決定す
るスクールカウンシルのような取り
組みを、自分たちの学校でも挑戦し
てみたい。

・教師の働きかけが、とても丁寧だと
感じた。複数の教師のティームティ
ーチングの実践がとてもうまくいっ
ていると感じた。

・様々な問題を抱えた子どもたちの様
子を、報道番組としてメディアに流
すことが許されているのは奇異に感
じる。プライバシーを保護する視点
を忘れてはならない。

・教室環境が大変きちんと整えられて
いた。子どもが使う道具も共有物と
して扱われており、公共物を使用す
る際のルールについても学ぶことが
できていた。
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vocabulary 獲得のための活動紹介

▼ VOCA Boxを使った活動例

90

４）Grabbing activity 

・かるたとりゲーム。
・机の上に15－20枚のカードを広げる。
・子どもたちは、机の周りを音楽に

合わせて歩く。
・教師が読み上げたカードを早く見

つけて取った子どもが勝ち。

vi

◎VOCA Box の作成
＊使う道具：浅い小さな箱、小さな

カード
＊置く場所：教室の中央など目立つ

ところ、もしくは教師の机の上な
ど

＊入れる言葉：教室で使った表現、
教室にあるもの、新しく学んだ表
現などを小さなカードに書いて箱
に入れる。（年齢によっては文字
でなく、子どもの絵でも可）

＊取り出す人：おもに教師がカード
を引く。場合によっては「vocabulary

担当」の子ども２・３人がカード
を引き、問題を出すこともできる。

＊カードの色分け：週によってカー
ドの色を変えておくと、単語テス
トをするときや子どもが状況ヒン
トを思い出せる助けになり、便利
である。

１）Hot seat

・一人の子どもが黒板を背にしてク
ラスの前（Hot seat）に座る。

・教師または、その他の子どもが
VOCA Box からカードを１枚引
き、黒板に書く。

・書かれた言葉をHot seat の子ども
は見てはいけない。その他の子ど
もは書かれた言葉につながるヒン
トを伝える。（e.g.品詞；意味；
反対語；類似語；使う場所や状況
など）

２）Hot seat race 

・クラスを４－６人のグループに分
ける。

・グループの中でHot seatに座る子
どもを選ぶ。

・教師または、その他の子どもが
VOCA Box からカードを１枚引き、
黒板に書く。

・書かれた言葉をHot seat の子ども
は見てはいけない。その他の子ど
もは書かれた言葉につながるヒン
トを伝える。（e.g.品詞；意味；反
対語；類似語；使う場所や状況など）

・一番早く正解を言えたグループが
ポイントを得る。

・一番ポイントを集めたグループが
勝ち。ご褒美として、お菓子やシ
ールをあげることもある。

３）One-word clues  

・黒板を背にして１人Hot seatに座
る子どもを選ぶ。

・教師または、その他の子どもが
VOCA Box からカードを１枚引き、
黒板に書く。

・座っている順番に一人ずつヒント
を出していく。

・より少ないヒントで正解できた子
どもが勝ち。



イギリスの家族の生活
▼ 一般的な家族の生活
・家族の主食は夕食。全員が揃って食

べられるように調整するのが一般的。
・多くの家庭ではテレビを見ながら食

事をすることが多く、たいてい夕
方６時ごろ食事をとる。

・バスルームにカーペットを敷いてい
る家庭が多い。

・家族の中で決定権を持っているのは、
母親であることが多い。

・太りすぎの子どもがたくさんいる。
原因は、スナックや甘いものの取り
すぎである。政府も対策に乗り出し　
てはいるが、商売をする人達との間
でのコンセンサスが取りきれていない。

・男の子も女の子も、家の手伝いをす
ることを勧められる。

・日曜日に教会に行く家庭はあまり多
くはない。

・多くの家庭では、小さいうちから子
どもにお小遣いを渡している。

☆以上の内容が書かれたワークシートを
もとにdiscussionをし、本当かウソか、
何故そう思うかを話し合う。

▼家族の形態：イギリスで見られる7

つの家族形態

1) The adopted family：養子をとった
家族
・英国から中国に行って養子をとる

のは違法とされているが、多くの
家族が中国からの養子を探しに行
っている実態がある。2004年は、
5,918人の養子になった子どもがい
る。

2) The step family：再婚をしてできた
家族

3) Foster family：養護家族

4) Nuclear family：核家族

5) Single parent family：独り親の家族

6) Gay family：同性家族

7) Polygamous family：一夫多妻の家族
・あるイスラム教徒の家族は、一人

の夫に８人の妻がいる。毎週£200
を超える食費がかかるが、養う力
がある。法律上は違法である。

５）Filing 

・子どもは２人組になる。
・VOCA Boxからカードを10―20枚

くらい取り出す。
・分野別に分類する(e.g.音節の数；

アクセントの位置；意味上の分類
など)

６）Personalized sentence  

・子どもはVOCA Boxから１つカー
ドを選ぶ。

・その言葉を使って、みんなに出す
「My quiz」を考える。

・e.g. “I'm living in a huge castle 

in Japan.”

・出題された子どもは、本当かうそ
かを考えて答える。

・何人の人に正解されなかったか、
のポイントを数える。

vii
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＊年間300,000組の夫婦が結婚している。
平均年齢は男性31才、女性が29歳で
ある。

＊一家庭あたりの子どもの数は、1979
年に２人を切って以来、現在は1.8人
になっている。

＊女性は平均で27.1歳で初めの子ども
を産む。

＊英国の離婚率は30年前の２倍になっ
ており、欧州諸国の中で最も高いレ
ートを占めている。

＊子どものうち半分は、16歳までに両
親の離婚を経験している。

＊人口のうち、６％が同性愛者である。

☆以上家族の形態を、それぞれ雑誌の記
事を分担して読み取り、それぞれの良
い点悪い点について話し合った。結果
以下の意見が出された。
・日本と同様に、核家族化が進んでい

る。住宅事情にもよるのかもしれない。
・離婚率が非常に高く、5)single par-
ent family の割合が多くなっている。
母親が１・２人の子どもを引き取っ
ていることが多く、経済的に苦しい
ためcouncil house と呼ばれる公団
住宅に住む人が多い。Councilhouse

の数の不足も現在国の経済政策の大
きな課題となっている。

・6)のgay familyは、日本ではなかなか
公になりにくいが、英国では法律上
認められるケースも出てきている。
多様性を認めあえる文化が備わって
いると感じた。

・foster familyと一緒に暮らす子どもた
ちが５万人を超えることは驚きであっ
た。両親とともに暮らせない子ども
たちの事情は一体どういったものな
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のか、もう少し知りたい。

イギリスの小学校②：Essex州公立
小学校 Monteagle Primary school

▼文字が読めない子ども
・アルファベットは表音文字である。

そのため、物の名前を認識し、口頭
で答えることができたとしても、文
字になって表記されると読むことが
できない子どもが出てくる。現在そ
の割合は、小学生のうち20％近くい
るとされている。また、文字を読め
ない子どものほとんどは白人家庭の
子どもである。また、犯罪者のうち
2/3が字を読めない者でありその数
は成人も含めて5,000,000人と言わ
れている。このことから、字を読む
ことができない子どもを減らそうと
教育強化が行われている。

・番組では、一般的な公立校のサンプ
ルとしてMonteagle 小学校を取材し
た。この学校では55%の子どもの、
文字を読む力が標準から比較して１
年程度遅れているとされていた。そ
してそのうち29%はとても能力が低い。

▼Synthetic phonics expert

・政府は対策として、この学校にsyn-

thetic phonics expert（フォニック
スのmethodを学んだスペシャリス
ト）を配置することを決めた。

・文字を読む力の低い子どもたちは、
毎日１時間ずつ特別のreading class

に参加する。特別クラスでは、それ
ぞれのアルファベットの持っている
音をきちんと理解させ、それが組み
合わさった時にどのように読むのか

viii



ではないか。

その他のActivities

▼Exploring Norwich：街探索
Norwich 市街地のオリエンテーリン
グ。ヒントを元に、歴史的な建物や
ランドマークのポイントを探す。建
物のみならず、不動産屋情報や市場
の品物探し、街の人へのインタビュ
ーなどのタスクも含まれており、単
なる地図読解にならぬように工夫さ
れている。

* Exploring  Activityを通して、２週間
近くを過ごす街の様子を少し知るこ
とができた。初日にはとても有効な
活動であった。市販されている街の
ポストカードを渡され「これは、ど
こからとった写真でしょう」という
質問があり、カメラアングルを探り
ながら場所を見つけるのも楽しかっ
た。

* 単に場所を把握するだけでなく、街
の特徴を知ることができる内容も含
まれていた。
Norwichの街は、英国内でも教会

の多い街として知られている。しか
し、現在は日曜礼拝に通う家庭が減
少しているため、教会として存続で
きる団体が減っている。街の歴史に
誇りを持っている市民たちは、教会
として建物を保存したまま、内装を
カフェやレストラン、映画館や劇場
など、様々な形で利用することにし
た。これらはredundant churchesと
呼ばれ、街の特徴を残しつつ利便性
も高めることに成功した。

落ち着いた街並みを保存すること

ix

を徹底的に練習する。
・また、家庭へのサポートを要請する。

文字が読めるように家庭学習を依頼
するほか、学校に毎日来るようにと
いった、基本的な支援要請を行うケ
ースもある。

・１年間special classで学んだ子ども
は、学年末に全く読めなかった簡単
な絵本をきちんと音読することがで
きるようになる、など一定の成果を
上げることができていた。

☆以上の内容を番組が録画されたDVDで
視聴し、日本との違いについて話し合
った。
・ひらがなは表記文字であるため、書

いてあるものを発音する、音読する
ことに対しての抵抗感がある子ども
はさほど多くないように感じるが、
同年齢で発達段階が同じ程度の子ど
もたちにとっては、ハードルが高い
のかもしれない。

・フォニックスについては、最近日本
の英語教育の中でも注目をされてい
る。実際、意味は分からなくとも文
字を追って読むことができるという
経験を通して自信をつけ、より深い
英語学習への興味を伸ばしていく子
どももいることを考えると、効果的
な方法できちんと教えていくのもよ
いと感じた。

・公立校ということもあり、様々な家
庭の事情を持っている子どもが多い
ことに驚いた。特に、父親が自殺し
てしまった、といった複雑な事情に
ついても報道されることに対してや
はり抵抗感がある。子どもは親の負
の行動を背負わされ過ぎてしまうの
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は市民が多く望んでいることであっ
た。ヨーロッパの国々は多くこの傾
向がみられるが、特に英国の古い街
はその思いが強いようである。教会
のみなならず、街の銀行や商店、住
宅に至っても、何十年・何百年と保
つことができるようにと考えて建て
られる。住宅事情が日本と大きく異
なっており、とても興味深いことで
あった。

▼ Cultural Exchange

* 研修は、世界各地の教員達とともに
行った。英語を第二言語として教え
る国は、近年大幅に増加しており需
要も高まっている。今回は、スペイ
ン・オーストリア・スイス・イラク・
中国からの研修生とともに文化交流
の話し合いの機会を持った。

* 150人超の研修生を、５～６人の小グ
ループに分けて、discussionを行った。

テーマは
・それぞれの国について　
・国の特徴的な食事について
・国の教育事情について（とく

に英語を取り巻く環境、国際
交流の活動等について）

・子ども達と家族の生活につい
てなど、子どもたちの生活に
ついてのトピックスについて
意見を交換した。

▼Guest lecture

1) Humor 

・「笑い」は授業の中でとても重要な
役割を持っている。ストレスやプレ
ッシャーを軽減し、より学びにふさ
わしい環境をもたらすものである。
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・「笑い」が寿命を長くするという研
究結果も出ている。

＊「笑い」によって得られるメリット
：子どもが英語を使わざるを得な

い状況を作ることができる
：子どもに英語を聞いたり読んだ

りする機会を与えることができる
：子どもの考えようとする気持ち

を刺激することができる
：言葉の使い方など、高いレベル

での使用を励ますことができる
：多元的な表現を使う気持ちを刺

激することができる

＊ 授業をする際の留意点について
：次のトピックスに関連したもの

を選ぶ
：個人を誹謗中傷しないものを選ぶ

☆ユーモアのセンスが人柄を褒める内
容に入れられることが多い欧米圏で
は、授業の中でも積極的にジョーク
を使った活動が行われる。上手にジ
ョークを使えることも言葉の発達に
よい影響を及ぼし、実践的な活用場
面として考えられているようであ
る。
センスのあるユーモアは、様々な学
習を円滑に進め、学習意欲を高める
ために有効に働く。

研修では、各国の教員がそれぞれ
の国のジョークの捉え方について、
意見を交換する機会があった。日本
では「お笑いブーム」が起きている
が、知的なユーモアとはすこし離れ
ているようにも感じられる。「愛の
ある笑い」が大切だよ、と言ったの

i

ii

iii

iv

v

i

ii
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はスペインの中学校の先生。講義の
間も、講師からの質問に対して、場
を和ませるような意見を発表する様
子多かった。

５：Teach Young Learners Methodology

（英語教授法）

▼理念　１）教員の意識向上：子どもた
ちが学習意欲を高め効率的
に成果を上げるために

２）教員の知識拡大：新しい法
則や知識、教授技術を身に
つけるために

３）子ども達の創造性増進：活

動や練習、継続的な学習に
よって潜在能力を発揮する
ために

）教える際に大切なこと
・興味を引く活動や話題
・明確な指示
・動機付け
・挑戦
・目的
・達成感
・好奇心

）発達段階とアプローチ

i

特徴 予想される行動 必要なアプローチ

＊学校に入る前、もしくは入っ

たばかり

教室での指示に慣れていない 教室での決まった手順を身につ

けさせる。

（例：教師の話を聞くこと）

＊限られた運動能力 ペンやハサミの使い方がぎこち

ない

運動能力を発達させる

（例：色塗り；写し絵）

＊全体論として学ぶ すべての子どもは刺激が必要 歌ったり、動いたり、遊んだり、

発見したり、触れたりする機会

をつくる

＊言語の違いを区別することは

できない

言語を分析できない 言葉のかたまりにふれさせる。

（例：チャンツ・絵本・教室英語）

＊限られた読み・書きの能力 英語での読み・書きの導入 話す・聞く活動をたくさんする。

文字への楽しい導入をする。

＊英語で意思疎通を図る必要が

ない

もっぱら自分の第一言語で話す 英語を使う理由を作る

（例：ゲームやチャンツ）

ii

▼ 4-6歳



96

特徴 予想される行動 必要なアプローチ

＊集中力のスパンが長くなる 活動の範囲や難易度が上がる 活動に集中できるようなひきつ

けるテーマが必要

＊社会・世界への知識が深まる より深い内容に取り組む 刺激を与える

（例：インターネットからの情報

収集、教科横断的活動）

＊より真剣な学習態度 責任をもたせることができる 独立した活動へのチャンスを与

える

＊まだ子どもでもある 安心感と楽しさを確保する 子どもたちの要求や気分にはっ

常に敏感でいる

＊友達との協力活動 内容の深いグループワーク 様々な方法での活動展開

（例：個人作業、ペア作業；クラ

ス全体）

＊知的な思考力と社会性を発展

させる

より難しいことに挑戦できる 挑戦的な活動に取り組む

＊自分なりの学習方法を見つけ

る

同じ活動や話題に対して、すべ

ての子どもが心地よく感じるわ

けではない

学習した内容を個人的なものに

する

▼7-9歳

特徴 予想される行動 必要なアプローチ

＊理論的で分析的な思考を始め

る

パターンや言語の特徴を理解で

きる

試すチャンス与える

（例：自分のチャンツを作る）

＊質問をする 答えを求めている 自分自身を表現する自由を与え、

言葉を学ぶだけにとどまらぬ配

慮をする

＊最小限ではあるものの、未だ

第一言語での読み書きをする

引き続きの支援が必要 活動重視の練習や成功体験を重

ねる

＊共有利用、共同作業に困難を

生じる場面がある

グループ活動がいつもうまくい

くとは限らない

よく説明すること同時に、個人

作業の機会も確保する

＊自己表現への自信を伸ばす 自分のやりたい事や話したいこ

との方向性が見えてくる

意見を述べる機会を意識して設

ける

＊子どもを取り巻く社会への知

識を広げる

大人が思うよりもたくさんのこ

とを知っている

知っていることを使える機会を

与える

▼10-12歳
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）Listening「聞く」活動

これらを用いて…

）Speaking 「話す」活動

これらを用いて…

）Vocabulary「語彙獲得」活動
▼ Stage 1 ：新しい言葉の意味を理解して学ぶ

iii

世界に対する知識；　ジェスチャー；　声色；　クイズ；　目的と理由；　興味のある話題

イラスト；　フラッシュカード；　ポスター；　実物；　ぬいぐるみ；　指人形

効果音；　ＤＶＤ；　口の動き；　反復練習；　音と絵を合わせるゲーム；

・新しい言葉の紹介
・聞くための理由と目的を確立する
・聞くための動機づけと興味を引き出す
・子どもが予想するのを励ます
・内容についての情報を与える
・聞いた内容について話し合う
・聞いた内容を絵にする、歌にする

チャンツ；　ゲーム；　会話練習；　あいさつ；　歌；　教室英語

歌；　詩；　お話；　説明書作り…などの活動をする。

iv

v

◎口頭指導
・意味の説明
・他と区別して分類する
・意味を引き出す
・第一言語に訳す

◎実演指導
・実物提示
・絵を描く
・イラスト；写真；絵カード
・ジェスチャー
・触る；味わう；嗅ぐ
・電子機器使用
・音
・影絵
・指人形；ぬいぐるみ
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▼ Stage2 ：音や綴りに注目する

▼ Stage 3 ：実際に使う、覚える、確かめる

▼ Stage4 ：自分のものに獲得する、何度も使う、発展させる、体系付ける

▼ Stage5 ：語彙獲得方法を確立する
＊さまざまなヒントから、言葉の意味を予想する

・聞いてくり返す
・音からの情報に注目させる
・文字や綴りに着目させる（文字の形、最初の文字）
・文法的な区別に気づかせる（動詞、形容詞、副詞など）
・真似して組み立てる

・分類させる
・説明をさせる
・絵に描いて表現させる
・間違い探し
・言葉探し
・順序付け
・歌、チャンツ

・ボキャブラリーブックの作成
・組み合わせる
・言葉の木を作る
・言葉の箱を作る
・モビール作り
・アクセント、音節ごとに分類する

①歴史に対する誇り
イギリスは欧州諸国の中でも、自国の

歴史に対して誇りを持っている国である
といわれる。それは、街並みの保存に対
する姿勢や、住環境にもあらわれている。
生活様式の変化によって不要となった教
会も、モダンなものに建て替えるのでは
なく、外観はそのまま保存し、内装を今
の生活に便利なように改築していること
に大変感銘を受けた。聞くと、コストも

６：考察と展望

２週間という短期間であったが、様々
な角度から「英語」というものについて
とらえる機会を得ることができた。教育
環境のみならず、イギリスの生活全般に
おいての知識を学ぶことはとても興味深
かった。

特に、印象的だったのは①歴史に対す
る誇り；②道具としての英語である。



メンテナンスも倍以上の費用と手間を費
やすが、自国の歩んできた歴史を刻んだ
建物を残しておくことに、大きな反対は
なかったとのことである。

日本と比較して大きな違いを感じた
が、これは国土の置かれている環境にも
大きく関係しているように思う。日本は
地震国であり、木材を使用した住居が主
であった。しかし英国ではほとんど地震
は起こらず、大半の建物は石で造られて
いる。このため、建物は何百年も保たれ
るように建てるのが原則。住居の住み替
えも、古くなったものを壊して新しいも
のを建てるのではなく、家族の形や生活
様式の変化が起こった際に、それにふさ
わしい住居を探して人間の方が動いてい
く。大きな自然・時間の流れに抗わず、
従っているように思われた。子どもたち
への教育の中でも、歴史教育は大変重視
されており、先人達の築いてきた国を守
っていこうとする意識も育てられている
ようである。日本では、家屋や住んでい
る土地が資産を反映していると考える傾
向がある。ステイタスを示すために住む
エリアを選んだり住宅を改築したりする
こともある、と伝えたところとても驚い
ていた。

私たちの国土は住居にする面積が限ら
れており、今後も住宅事情が大きく変化
することはないだろう。しかし、歴史的
な建物への落書きや、街の景観から大き
く逸脱する建物の建築計画が問題として
取り上げられるのを知るたびに、私たち
の歴史に対する認識を教育する必要があ
るのではないかと感じる。現在に生きて
いる私たちは、先人達の遺産の上に生活
しており、そしてこれから未来の人々へ
と受け継がれていくものに取り囲まれて

いるという意識をしっかりと身につけら
れる子どもたちを育てていきたい、と強
く感じた。

②道具としての英語
欧州は、多くの民族が国境を接して生

活している地域である。そのため、民族
の交流も盛んで、言葉に対する考え方も
大変柔軟であった。実際に、本研修でも
オーストリア・スペイン・スイス・スウ
ェーデンなど欧州諸国のみならず、イラ
ン、中国などのアジアの国からも学生が
集まった。そして、その間の意思疎通を
図るための道具として用いられたのが英
語であった。第一言語ではないため、完
全に正確なものではなかっただろうが、
それぞれが「わかりあおう」という気持
ちを持ち寄ってコミュニケーションを図
ったように思う。分からなければ聞き返
し、何とか通じるようにと身ぶり手ぶり
を交えて大きな声で会話を交わした。こ
れは、言葉が通じる通じないに関わらず、
相手に伝えようとするときに大切なもの
となる。

日本では、異なる母語の相手と意思疎
通を図る必要性がほとんどない。そのた
め、みなが同じ言語を使って話しをする
ことが大半である。「言葉」が分かった
だけで「気持ち」も分かったように思っ
てしまい、きちんと理解しあえない場面
が見られるように感じる。コミュニケー
ションが苦手で社会性の乏しい大人も増
えている。他の国の学生たちは、島国で
ある国土の特徴に加えて、日本人特有の

「言わなくても察するべき」という考え
方も影響しているのではないか、と言った。

研修では、教授法の指導はNatasha

Ponomarevaというロシア出身のイギリ
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ス人から受けた。私たちは「イギリス人」
と言うと、すべて「英国で生まれ第一言
語は英語」という人物を想像する。しか
し実際は欧州をはじめとする各国出身の
人も数多いという。ナターシャの発音は、
日本人の私たちからすると、独特の発音
に感じられた。参加者の中には「こんな
発音を聞きにわざわざ英国に来たわけじ
ゃない」と不平を言う人もいたが、私は
それには大きな違和感をもった。「英語」
は「きれいな音楽」でも「高尚な音楽」
でもない。様々なバックグラウンドを持
っている人たちが、意思疎通を図るため
に世界中に広がっているとてもメジャー
な「道具」なのだ。

「道具」を使って仕事をして毎日の暮
らしを営み、友達を広げて生活している。

「発音が…」と臆しているのは、日本人
ぐらいのものであった。発音への過度な
意識は（きちんとした発音ができるに越
したことはないが）、場合によっては、
コミュニケーションの妨げとなるように
思う。

また、研修プログラム中も、日常的な
おしゃべりの中でも、とても頻繁に「考
え」や「希望」を聞かれた。「お任せ」
に乗りがちな日本人との違いを感じ、プ
レッシャーと思うこともあったが、「考
え」を述べる文化の人とは明らかに差が
でる。特に中国からの学生たちはとても
積極的で、意見もきちんとまとめられて
おり驚くことが何度もあった。これから
国際社会で影響力を拡大していくことが
容易に想像できた場面であった。文化的
な背景や、一歩控え目な奥ゆかしさも

「日本人のいいところ」として認められ
てはいるが、私たち自身の意識として、
たとえつたなくとも、バカらしいと思え
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ても、「今」の「自分」の気持ちを飾ら
ずきちんと表わしていくよう努めなけれ
ばならないと感じた。

これらの点は、小学校学習活動のうち
「英語」の時間のみ行うことではなく、
社会や国語・学校行事や特別活動など、
あらゆる分野からのアプローチが可能で
あり必要である。「英語」の授業で「言
葉」が分かり、「私は犬が好きですが、
猫は嫌いです」などと言えたとしても、
それが「相手」に「自分」を伝え、その
ことをきっかけに世界が広がっていくこ
とを理解していなければ、役に立つ場面
はない。たくさんの語彙と文法用法を覚
え、資格や試験のために学習する「英語」
ではなく、自分の世界を広げるための

「道具としての英語」を、子どもたちが
身につけられるよう、学んだ手法を活か
し授業に取り組みたい。

そのためにはまず、自分の中に自分の
意見や考えがなくては、発信はできない。
物事を多角的にとらえる力やそれを分か
りやすく説明する力を伸ばす活動を、国
語や算数の時間にも意識して取り入れて
いく必要性も高まってくるはずである。
その中で、少しでも「自分のことを分か
ってもらえた」という成功体験を持ち、
これから中学・高校…と続いていく英語
学習への意欲を高められたらよいと考え
る。将来、小学校英語活動を経験した子
どもたちが国際社会の中で輝き、平和な
世界を作り出す担い手となってほしいと
願っている。

平成21年度海外研修員
研修先：イギリス／イースト・アングリ

ア大学



編 集 後 記 
 
 
○『私学研修』は平成１８年度以来６年ぶりの刊行となりました。

本号の内容は、平成２１年度から再開いたしました海外研修の制

度を利用した方々の論文となっております。 

「教育のグローバル化」に向けて、より多くの教職員の方々がこ

の海外研修の制度を活用され、それぞれの教育現場で成果を還元

していただくことを祈念いたします。 
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