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〔研究論文〕

『講孟劄記』における吉田松陰と水戸学の関係

大 場 一 央

本稿は、吉田松陰と水戸学の関係について、松陰の代表的著書である『講孟劄記』

における水戸学の扱われ方から検討したものである。従来、吉田松陰は水戸学を強

く支持していたと言われながら、その思想には水戸学の影響が少ないとされてきた。

そこで本稿は、『講孟劄記』における国体と性善に関する議論において、松陰が水

戸学をどのように扱ったのかを検証した。結果、国体に関する議論には水戸学を全

く引かない反面、性善説を孟子以前から説かれていたとすることで『孟子』の論旨

から引き離し、性善説を前提とした実践強調こそ論旨であるとする議論の論拠とし

て会沢正志斎の『下学邇言』を用いていること、そして、性善説に対するこの作業

こそ、『講孟劄記』の論旨である忠誠論を『孟子』の論旨に組み込むために重要な

作業であったことから、松陰は水戸学に自身の忠誠論を展開する基盤を認めており、

理論的な継承関係にあると自覚していたのではないかと結論づけた。

キーワード：

吉田松陰、講孟劄記、水戸学、会沢正志斎、下学邇言、新論、国体、性善説

一 問題の所在

吉田松陰（一八三〇～一八五九）と水戸学の関わりについては、既に数多くの

論考が発表されている。松陰がはじめて水戸学に触れたのは、嘉永三年（一八五

〇）に平戸で『新論』を読んだ時とされ、実際に水戸に訪れたのは翌嘉永四年で

ある。この時に会沢正志斎（一七八二～一八六三）と豊田天功（一八〇五～一八

六四）に会い、五回にわたって会見したとされる（1）。会沢は後期水戸学の総帥

であり、『新論』の著者として知られる。後期水戸学は藤田幽谷（一七七四～一

八二六）にはじまるとされ、それまでの史学中心の水戸学から大きく変化し、政
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治性を強めてきた。幽谷は庶民から抜擢され、水戸藩第六代藩主徳川治保に仕え

たが、藩政改革に関する上書が忌避に触れて蟄居となり、その後復帰して『大日

本史』編纂拠点である彰考館の総裁となった。幽谷は農村復興を軸とした藩政改

革の議論や、『大日本史』の編集方針を変革したことで知られるが、思想史的に

最も重要な著書として知られるのは「正名論」である。この中で幽谷は天皇を「王

者」、将軍を「覇者」とし、王者に委任されて日本を統治しているのが将軍家で

あることを強調すると共に、尊皇思想を水戸学の中心議題に据えた。幽谷の高弟

である会沢は、記紀神話を根拠として、天皇が忠孝によって民心を統合し、日本

を外国から守るという思想を展開した。忠孝によって団結する国のありようは「国

体」と名づけられ、以後、幕末維新期、ひいては今日に至るまで、「国体」とい

う言葉が「天皇を中心とした日本」を自明のこととして日本人に認識させていく

のである。この意味で会沢正志斎は後期水戸学を代表する総帥と言われる。また

豊田天功は水戸藩初代藩主徳川光圀（一六二八～一七〇一）以来、水戸藩の主要

な関心事であった海防論を担当する学者である。そうすると、松陰が会沢と豊田

に会見したことは、この当時の松陰の関心事であった海防に知見を与えると共に、

守るべき「日本」という国をどのようにとらえるかという、国家観に強く作用し

たことが容易に想像されるのである（2）。

その後松陰は、折に触れて『新論』を読んでおり、松下村塾の教材にも『新論』

が使われていることから、一貫して水戸学を支持していた様子が伺える。さらに

言えば、後年、萩明倫館の教授である山県太華（一七八一～一八六六）との論争

において「本藩にても近来水府の学を信ずる者間々之れあり」という太華に対し、

「吉田寅次郎藤原矩方、其の人なり」と言い（3）、また『講孟劄記』で「余深く

水府の学に服す。謂へらく神州の道斯に在り、と」（4）と言っているように、松陰

自身の認識としても、自分の思想が水戸学につながっていると考えていたことが

分かる。

しかし、先行研究では松陰と水戸学との関係についてさまざまな角度から検討

されており、その結果、両者の間には心理的、物理的にも前記のような密接な関

わりが存在するにも関わらず、思想内容には直線的なつながりが認めがたいこと

が明らかになっている。

たとえば吉田俊純氏は、会沢の記紀解釈が儒教的なものであり、政治的に援用

できない非合理的な神話に対しては批判的だったのに対して、松陰のそれは非合

理的な神話であってもまるごと信ずるという態度であり、非常に宗教性が強かっ

たことを指摘している。また、会沢が民衆統治の観点からのみ議論を行い、民衆

の自発性には懐疑的だったのに対し、松陰は草莽崛起論に代表されるように民衆

の自発的な行動に期待していたとする。そうした違いがありながら、松陰はみず

からの草莽崛起論が会沢の『新論』とつながっていると考えており、『新論』を
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誤読していたとするのである。一方で、松陰の神話に対する態度は、会沢と同じ

く水戸学をリードした藤田東湖（一八〇六～一八五五）の『弘道館記述義』に極

めて近い立場でありながら、松陰が『弘道館記述義』を読んだという記録で最も

早いのは安政二年（一八五五）とされており、また『新論』の読書回数に比べて

圧倒的に少ないことも指摘している（5）。また高橋文博氏は、会沢が祭祀を通じ

て臣民を教化していこうとする上からの議論を行っているのに対し、松陰は自分

から出発して同志を結集するという、下からの議論を行っているとする。為政者

の側から説くか、民衆の側から説くかという違いは、松陰の議論の核となるのが

「草莽崛起論」である限り、全く異なる思想的態度だと言わざるを得ず、よって

水戸学、なかんずく会沢と松陰との関係には対立するものがあるとするのである
（6）。こうした指摘は既に先行研究において定説に属するものとなっており、こ

れに基づけば松陰は水戸学を自家薬籠中の物としていく中で、かなり変質させて

いったと考えるのが妥当となる。

しかし、あれほど『新論』を読みかつ教材とし、かつ水戸学につながると自負

していた松陰が、自己の議論の核となる草莽崛起論と対立するはずの会沢の議論

を批判せず、『新論』を推していたのは不可解である。また、吉田氏が指摘した

ように、『弘道館記述義』に淡泊な反面、松陰のいう水戸学が会沢の思想に比重

を置いていたことも理解しがたい。この点、まだ研究の余地があるのではないだ

ろうか。本稿はそうした松陰と水戸学との関係をさぐる作業の一つとして、松陰

の代表作である『講孟劄記』で水戸学がどのように扱われているのかを検討して

いきたい。

二 水戸学への言及

『講孟劄記』を見る限り、水戸学への明確な言及が少ないことが一目で分かる。

そもそも『孟子』の講義をしつつ、松陰の思想を述べていくという体裁上、底本

となっている朱子の『孟子集註』や、伊藤仁斎の『孟子古義』が多数引用されて

いるのは別格として、他と比べて多くはない。明確に水戸学についての言及があ

るのは、滕文公上篇第二章上欄朱書、同第三章劄記、告子上篇自題、告子下篇第

十一章劄記、尽心下篇第二十六章劄記の五つである。それぞれの概略をあげると、

滕文公上篇第二章上欄朱書は、「三年の喪」に関する議論の中で、江戸の剣客で

ある斎藤弥九郎が藤田東湖の教えにしたがって、母の死後三年間、酒と肉を摂ら

なかったと述べている。同第三章劄記は、広く天下の士の意見を聞いて国政に反

映させるという議論の中で、その模範として徳川斉昭を挙げている。告子上篇自

題では、性善説に関する議論の中で、性善説が実質的には孟子以前から説かれて

いたという論拠として、会沢正志斎の『下学邇言』を挙げている。告子下篇第十
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一章劄記は、日本国内の人々が自分の領国にしか関心がないことを憂える議論の

中で、水戸藩の用人として藩政改革にあたった桑原幾太郎（1800 ～ 1861）と会
談した際の話を述懐している。尽心下篇第二十六章劄記は、他者を深く追及すべ

きではないという議論の中で、水戸学の廃仏論が厳しすぎるという指摘である。

一見すると、言及自体の少なさもさることながら、いずれもそれ自体を検証した

り、批判を通じて『講孟劄記』の中核的な議論に展開させるような扱われ方をし

ていないことが分かる。松陰が最も読んでいたはずの『新論』についても、類似

の言葉遣いや一部引用とおぼしき箇所は確認できるものの、それを『新論』から

の引用だとか影響だとか断定できるほどのものではない。

水戸学と言えば「国体」という言葉が最も有名であり、『講孟劄記』冒頭の「孟

子序説」で早速「国体」という言葉が出てくることから、まずはそこに水戸学の

影を読み取りたい欲求にかられるものの、蓋を開けてみるとこの国体論からは、

先行研究が指摘する通り、水戸学、なかんずく『新論』の影響は読み取れないこ

とが分かる。試みに「孟子序説」と『新論』を引き比べてみると以下の通りにな

る。

経書を読むの第一義は、聖賢に阿らぬこと要なり。若し少しにても阿ねる所

あれば、道明かならず、学ぶとも益なくして害あり。孔・孟生国を離れて他

国に事へ給ふこと、済まぬことなり。凡そ君と父とは其の義、一なり。我が

君を愚なり昏なりとして、生国を去りて他に行き、君を求むるは、我が父を

頑愚として家を出で、隣家の翁を父とするに斉し。孔・孟、此の義を失ひ給

ふこと、如何にも弁ずべき様なし。或るひと曰く「孔・孟の道大なり。兼ね

て天下を善くせんと欲す。何ぞ自国を必すとせん。且名君・賢主を得、我が

道を行ふ時は、天下共に其の沢を蒙るべければ、我が生国も固より其の外に

あらず」。曰く、天下を善くせんと欲して我が国を去るは、国を治めんと欲

して身を修めざると同じ。修身・斉家・治国・平天下は、『大学』の序、決

して乱るべきに非ず。若し身・家を捨てて国・天下を治平すとも、管・晏の

する所にして、「詭遇して禽を獲る」と云ふ者なり。世の君に事ふることを

論ずる者謂へらく、「功業立たざれば国家に益なし」と。是大に誤りなり。

「道を明かにして功を計らず、義を正して利を計らず」とこそ云へ、君に事

へて遇はざる時は、諫死するも可なり、幽囚するも可なり、飢餓するも可な

り。是等の事に遇へば、其の身は功業も名誉も無き如くなれども、人臣の道

を失はず、永く後世の模範となり、必ず其の風を観感して興起する者あり。

遂には其の国風一定して、賢愚貴賤なべて節義を崇尚する如くなるなり。然

れば其の身に於て功業名誉なき如くなれども、千百歳へかけて其の忠たり、

豈挙げて数ふべけんや。是を大忠と云ふなり。然れども、此の論、国体上よ
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り出て来る所なり。漢土に在りては君道自ら別なり。大抵聡明睿知億兆の上

に傑出する者、其の君長となるを道とす。故に堯・舜は其の位を他人に譲り、

湯・武は其の主を放伐すれども、聖人に害なしとす。我が邦は上 天朝より

下列藩に至る迄、千万世世襲して絶えざること、中々漢土などの比すべきに

非ず。故に漢土の臣は縦へば半季渡りの奴婢の如し。其の主の善悪を択びて

転移すること固より其の所なり。我が邦の臣は譜代の臣なれば、主人と死生

休戚を同じうし、死に至ると雖ども主を棄て去るべきの道、絶えてなし。嗚

呼、我が父母は何国の人ぞ。我が衣食は何国の物ぞ。書を読み、道を知る、

亦誰が恩ぞ。今少しく主に遇はざるを以て、忽然として是を去る。人心に於

て如何ぞや。我れ孔・孟を起して、与に此の義を論ぜんと欲す。聞く、近世

海外の諸蛮、各々其の賢智を推挙し、其の政治を革新し、駸々然として上邦

を陵侮するの勢あり。我、何を以てか是を制せん。他なし、前に論ずる所の

我が国体の外国と異なる所以の大義を明かにし、闔国の人は闔国の為に死し、

闔藩の人は闔藩の為に死し、臣は君の為に死し、子は父の為に死するの志確

乎たらば、何ぞ諸蛮を畏れんや。願わくは諸君と茲に従事せん（7）。

ここで松陰は孔子や孟子が道の実現のために諸国を巡り、主を求めた事績に対

する批判をし、経書におもねらないと言う。ただ、儒教を全面的に批判するかと

いえばそうではなく、「然れども、此の論、国体上より出て来る所なり」として、

中国と日本の違いで処理してしまい、あっけなく批判を終えてしまう。国体が違

うのだから、中国と日本では君臣関係が異なるのも仕方がないという言い方は、

孔孟の出処進退を相対化して『孟子』の論旨から排除し、主君に対する絶対的な

忠誠論をはめこむ役割を果たす。要するにここで行っているのは儒教批判ではな

く、松陰のいう「国体」、すなわち日本独自の忠誠論を強調したいのである。こ

れに対して『新論』は

帝王の恃んで以て四海を保ちて、久しく安く長く治まり、天下動揺せざると

ころのものは、万民を畏服し、一世を把持するの謂にあらずして、億兆心を

一にして、皆その上に親しみて離るるに忍びざるの実こそ、誠に恃むべきな

り。夫れ天地の剖判し、始めて人民ありしより、天胤、四海に君臨し、一姓

歴歴として、未だ嘗て一人も敢えて天位を覬覦するものあらずして、以て今

日に至れるは、豈にそれ偶然ならんや。夫れ君臣の義は、天地の大義なり。

父子の親は、天下の至恩なり。義の大なるものと、恩の至れるものとは、天

地の間に並び立ち、漸積積累して、人心に洽浹し、久遠にして変ぜず。これ

帝王の天地を経緯し億兆を綱紀する所以の大資なり。

昔者、天祖、肇めて鴻基を建てたまふや、位はすなはち天位、徳はすなはち
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天徳にして、以て天業を経綸し、細大のこと、一も天にあらざるものなし。

徳を玉に比し、明を鏡に比し、威を剣に比して、天の仁を体し、天の明に則

り、天の威を奮ひて、以て万邦に照臨したまへり。天下を以て皇孫に伝へた

まふに迨んで、手づから三器を授けて、以て天位の信となし、以て天徳に象

りて、天工に代り天職を治めしめ、然る後にこれを千万世に伝へたまふ。天

胤の尊こと、厳乎としてそれ犯すべからず。君臣の分定りて、大義以て明ら

かなり。天祖の神器を伝へたまふや、特に宝鏡を執り祝ぎて曰く「これを視

ること、なほ吾を視るがごとくせよ」と。而して万世奉祀して、以て天祖の

神となし、聖子神孫、宝鏡を仰ぎて影をその中に見たまふ。見るところのも

のは、すなはち天祖の遺体にして、視ることなほ天祖を視るがごとし。ここ

においてか盥薦の間、神人相感じて、以て已むべからざれば、すなはちその

遠きを追ひて孝を申べ、身を敬んで徳を修むること、また豈に已むことを得

んや。父子の親は敦くして、至恩は以て隆んなり。天祖すでにこの二者を以

てして人紀を建て、訓を万世に垂れたまふ。夫れ君臣や、父子や、天倫の最

も大なるものにして、至恩は内に隆んに、大義は外に明らかなれば、忠孝立

ちて、天人の大道、昭昭乎としてそれ著る。忠は以て貴を貴び、孝は以て親

を親しむ。億兆のよく心を一にし、上下のよく相親しむは、良に以あるなり。

もし夫れ至教の不言に存し、百姓の日に用ひて知らざるものは、これその故

何ぞや。天祖は天に在りて、下土に昭臨したまひ、天孫は誠敬を下に尽して、

以て天祖に報じたまひ、祭政これ一、治むるところの天職、代るところの天

工は、一として天祖に事ふる所以にあらざるものなし。祖を尊びて民に臨め

ば、すでに天と一たり、故に天と悠久を同じくするも、またその勢のよろし

く然るべきなり。故に列聖の大孝を申べたまふや、山陵を秩り、祀典を崇ぶ

は、その誠敬を尽す所以のものにして、礼制大いに備りて、その本に報い祖

を尊ぶの義は、大嘗に至りて極れり（8）。

と述べている。『新論』における国体の議論は、これまでの各種研究で縷々確認

されてきたことなので詳細は省くが、天照大神が諸神と協力して国造りをし、そ

れを子孫である天皇に受け継がせたという神話が柱になっている。天皇が国民と

共に協力して国造りを続行していくことは、天照大神の事業を代行することに他

ならず、故に天皇は天照大神と等しく（天職）、また天職によって万民に恩恵を

与えるからこそ、皇室は万世一系であった。かくて天皇は、天照大神に対しては、

その事業継承という点で孝を、万民に恩恵を与えてその心を収攬することで忠を

獲得し、かくて忠孝ならび備わって国家が団結するありようこそ「国体」である

とする。

松陰と会沢の国体に関する代表的な議論を比較する限り、両者の間の違いは顕



- 7 -

『講孟劄記』における吉田松陰と水戸学の関係（大場一央）

著である。松陰はあくまでも臣下の主君に対する無二の忠誠を要求する立場であ

るのに対し、会沢は天皇（主君）が国民の忠誠と団結を獲得していくことを望ん

でおり、主君が主体か、臣下が主体かという点がそもそも異なる。この点、先行

研究の指摘がそのまま当てはまる。また、松陰は神話を論拠として積極的には用

いていないのに対し、会沢は完全に神話に依拠している。しかも松陰が『講孟劄

記』中で神話を持ち出しているのは尽心下篇第十四章劄記であるが、ここでは万

世一系の天皇を強調するだけで、それ以上議論が展開することはない（9）。

国体論を比較するだけでは、やはり会沢をはじめとする水戸学と松陰との間に

相関性は見られず、両者の思想的関係はほとんどないように見える。だが、国体

論以外に目を向けた場合、意外なところで松陰と水戸学の関係が浮かび上がって

くるのである。

三 吉田松陰の性善説

『講孟劄記』を見ると、巻末の尽心下篇第三十八章劄記に、松陰が『孟子』の

論旨について語った箇所がある。それは以下の通りである。

『孟子』七篇、梁恵王を以て首篇とす。是王政の要、孟子の天下に行はんと

欲する所なり。尽心を以て末篇とす。是聖道の精、孟子の後世に伝へんと欲

する所なり。中間、告子一篇〔性善の論〕学者手を下すの初頭なり。他の諸

篇は三義を雑記するなり。故に『孟子』を観んと欲せば、性善より手を下し、

王政を行ひ大道を万世に伝へば、用捨行蔵、遺憾なきに足れり。抑そも『劄

記』の開巻第一義は、国体・人倫にあり。故に首として君臣の大義を論ず。

結末に至りて、叨に此の道を以て自ら任とするの意を著す。同志の諸君子、

始末を合考して、余が志の孔・孟に謬るや否や、国体・人倫に戻るや否やを

論究し、教を賜ふを惜しむことなくんば、幸甚々々（10）。

これによれば、『孟子』は性善、王道政治（王政）、道（聖道）の三つを論旨

としており、各篇はそれぞれこれらのいずれかについて議論されているというこ

とである。これに対し、『講孟劄記』は「開巻第一義」を国体・人倫としており、

それはまた君臣の大義であるとしているので、忠誠論を論旨としていることが分

かる。忠誠論を論旨にしたいことは、孔孟の出処進退批判を通じて、忠誠論を「国

体」の名で半ば強引にはめこんだことでも明らかである。そうすると、『孟子』

と『講孟劄記』の論旨が異なっていることは、松陰の自覚するところであったこ

とになる。ではこの論旨の差異に対し、松陰はどのように整合性をつけていった

のか。整合性をつけた痕跡を如実に表しているのが、性善に関する議論である。
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松陰は性善について告子上篇第三章劄記で以下のように説いている。

余謂へらく、性善の義を知るは、精思と切思とを要とす。今一義を行はんと

欲す。此の初念、即ち性善なり。已にして名利便安の念、是に継ぎて紛生す。

是皆形気の欲なり。形気の欲を破し去りて、性善の本根を涵養せば、何の義

か行ふべからざらん。是を精切の思と云ふ。今如何なる田夫野老と雖ども、

夷狄の軽侮を見て憤懣切歯せざるはなし。是性善なり。然れども堂々たる征

夷大将軍より、列国の諸大夫より、幕府の老中・諸奉行より、諸家の家老・

用人より、皆身を以て国に殉じ、夷狄を掃蕩するの処置なきは何ぞや。其の

智、田夫野老に及ばざるに非ず。唯田夫野老は傍観の者にて性善の儘なり。

将軍・大名・老中・奉行抔は、形気の欲にて性善を蔽はるるなり。初念素よ

り国を憂へ夷を疾むの心なきに非ず。但戦争に及ばば、姫妾数百千人、何の

地に置かんか、珍玩奇器、何の地に蔵せんか、甲冑の窮屈は絹蒲団の安穏に

如かず、兵粮の粗糲は膏粱の滋美に如かず、扨、又今十年せば吾も亦秩禄幾

許を進むべし、今五年もせば吾も亦金帛幾許を畜ふべし、家宅を改造せん、

園池を修築せんと云ふ類、一々其の意匠を筆記せば、醜怪言ふに堪へず。而

して皆形気の欲なり。唯形気の欲あり、故に堂々たる高貴にして、田夫野老

に及ぶこと能はず。国を憂へ夷を疾むこと能はず。是を以て性善の味を知る

べし（11）。

性善説は孟子以来、朱子学、陽明学を経て、近世儒教全ての基盤となった議論

であるが、松陰の場合、善についての内容がかなり絞られている。ここで松陰が

善としているのは、諸外国の侵略に対して、国家を憂えることであり、そのため

にはみずからの安寧富貴をなげうつ覚悟が必要であるとする。それができずに安

寧富貴に後ろ髪を引かれるのは悪であるとされ、善悪が国家に対する献身的な忠

誠に極限されるのである。

このように現実の行動に傾斜した善を説くためには、性についての解釈の処理

を必要とする。何故ならば、朱子学の「性即理」のように、性を理と等しく見た

場合、それに伴って「性善」の善も、理に引っ張られて観念的な正しさとして認

識されるからである。そうすると、目先の国家的問題に対して憂慮するといった、

あまりに個別具体的な心情は、それ自体に善（理）の一端が認められたとしても、

必ずしも善（理）の全てを包含するものではないという、観念的な議論にとりこ

まれてしまい、現下の状況に対する行動をかきたてるような心情としての議論は、

大きく後退させられて有効性を失ってしまう。つまり、性の観念的内容を可能な

限り押しとどめ、善の内容を可能な限り個別具体的な心情に引きつける作業が必

要となるのである。この作業が告子上篇自題と告子上篇第六章劄記である。告子
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上篇自題では、以下のように説いている。

此の篇、性善を論ずること詳らかなり。孟子平日の議論、皆是を根本とす。

程子云ふ、「性善の論、前聖未だ発せざる所」と。然れども性善の字は誠に

孟子に始まれども、其の義は前聖已に是を発す。『易』の繋辞伝に「一陰一

陽をこれ道と謂ふ。之を継ぐ者は善なり。之を成す者は性なり」、『詩』の

蒸民篇に「民の彝を秉る、是の懿徳を好む」。『書』の康誥篇に「天惟れ我

に与ふる民の彝」、『論語』に「人の生くるや直」、又「性相近し」、と云ふ

類、皆性善の義にして、前聖已に発する者なり。〔程子云以下、会沢翁『下

学邇言』中、已に具に是を論ず〕然れども性善を以て専ら教の根本とするは、

実に子思に始まり、孟子に成るなり。『中庸』の開巻に、「天命をこれ性と

謂ひ、性に率ふをこれ道と謂ひ、道を修むるをこれ教と謂ふ」と云ふは、明

かに孟子の本づく所なり。故に孟子の学は先づ性善を認むるを以て本とす。

「四端」の説、「孺子入井」の説、「乞人も屑とせず」の説、皆性善を認む

るの術なり。苟も性善を認め得ば、是より涵養して徳を成すに至るべし。余

曽て聞くことあり、人性は即ち天理なり、天理は悪なし、故に性豈悪あらん

や。且天地を以て論ずるに、天は善あるのみにて、地は善悪混ず。何となれ

ば、天唯一大陽ありて万物を発育生長するのみ。〔是天の善なり〕若し大陽

なくんば、両極の下の如く沍寒不毛、人物の生育を遂ぐること能はず。地善

く大陽の気を受けて、万物を発育生長す。若し地なくんば、大陽ありと雖ど

も、発育生長すべき様なし。〔是地の説なり〕天は関らず。（中略）是を以

て性善を認むべし。人に形気あるは、譬へば地の如し。故に耳目口鼻手足あ

れば、声色味臭の欲あり。手足あれば、安逸の欲あり。試みに耳目口鼻手足

を除きて、自ら省みば、性善自ずから顕るるなり。已に性善を知らば、是を

施す者は耳目口鼻手足に依らざるはなし。故に性は純善にして、形気に至り

ては善悪混ず。然れども形気を去りては、性善の効用をなすこと能はず。猶

天は純善にして、地に至りては善悪混ず。然れども地を去りては天の効用を

なすこと能はざるが如し。嗚呼、世人形気を離れて性善を認むることをせず。

故に忠孝も仁義も、皆駁雑にして純粋ならず、一度忠心起れども、忽ち利欲

の念に奪はれ、一度義心起れども、忽ち毀誉の間に蔽はる。何ぞ深く性善の

地に思ひを致さざるや（12）。

ここで松陰は、「性は純善にして、形気に至りては善悪混ず。然れども形気を

去りては、性善の効用をなすこと能はず」と言い、気質である身体器官は、その

個別性に応じて情に振れ幅を生んでしまい、利欲に惑わされる危険があるものの、

一方で忠心、仁心を実践する主体でもあるとする。したがって、気質を排除して
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性善を実践することはできないのだから、利欲の心情を排しつつ、純粋な善を実

現することが大切だとする。ここでいう利欲とは「毀誉」、善は「忠孝仁義」、

すなわち前述の安寧富貴に心奪われることと献身的な忠誠との対比に他ならな

い。

そうすると、大切なことは、安寧富貴に心奪われることと忠誠という具体的な

心情を性や情、気質といった言葉に回収させて観念的に議論することを防ぎ、徹

底的に忠誠の実践に集中させることである。そこで松陰は、実践家としての孟子

と、学者としての程子・張子とを対比させ、孟子が悪の起源を説かなかったこと

を高く評価する。それが告子上篇第六章劄記である。

孟子の性善を論ずる、此の二句あるのみ。然れば善をなすは性なるべけれど

も、不善を為すは何を以てなすか、遂に説明せず。且情は性の動にして、喜

怒哀楽の発して節に中るは、『中庸』の所謂和にして、即ち『孟子』の所謂

善なり。然れども或ひは節に中らずんば、和に非ず。然れば情は善をなすべ

きのみに非ず、又不善をもなすべし。是に於て程子曰く、「性を論じて気を

論ぜざれば備はらず」、張子曰く、「形よりして後に気質の性あり」と。気

質の説興りてより、孟子性善の説、始めて礙ぐる所なし。備はれると云ふべ

し。然れども是に於て孟子と程・張と学問優劣あるを知るべし。程・張は議

論上の事にて、孟子は事実上の教へなり。孟子の人を教ふる、始終人の性善

を引起すことを主とす。（中略）程・張に至りては、孟子を後立てにして、

荀卿・揚雄・韓愈の徒と難を構ふるのみ。其の説愈々備はりて其の実愈々疎

なり。故に孟子の書を読む者、真に心を斯に留め、議論に渉らず、只事実を

学ぶべし。先ず己の性を真に善と篤信し、良心の発見、惻隠・羞悪・恭敬・

是非等を拡充し、或ひは物欲邪念起ることあらば、速に良心を尋ね来り、其

の自ら安んじ自ら快き所を求め、悔吝のなき如くすべし。人を教導するに於

て亦然り。然るときは、性善の外、復た気質の説を借ることなし（13）。

孟子は不善の発生原因である気質の話はしておらず、程子・張子がこれを行っ

た。では程子・張子が優れているのかというと、そうではない。程子・張子は善

悪の論理に緻密で、学術上の議論に整合性をつけたが、実際に学問修養する人間

にとって大事なのは、性善であるということを自覚し、努力することであるから、

不善の発生原因をほじくりかえす必要などない。このような対比によって、性や

気質という言葉によって善悪の起源を議論することを批判つつ、性善を前提とし

た実践を訴えていく。

こうしてみると、性善説が松陰にとっては、『孟子』解釈をみずからの忠誠論

に引きつけるための鍵となっていたことが分かる。近世儒教の文脈では、朱子学
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以来、『孟子』の性善説は理が人に付与されたからこそ性は善であると解釈され、

世界の普遍的ありようである理と心とが結びつくことで、人が万物の霊長である

と同時に、気質から生じる情の過不及を克服し、完全に倫理的な存在となること

が義務として要求された。その具体的な修養方法として、朱子学では「読書窮理」

が重んじられ、経書の読解を通じて理を観念的に追究することが要求されたので

あるが、そのためには多くの読書や議論を行うことが必要であった。そうした意

味で『孟子』は、近世儒教が観念的な議論を行う基盤となる経書であったのだが、

松陰が『孟子』を利用しつつ忠誠論を展開するためには、目の前の個別具体的心

情の実践を妨げる観念的な議論を許す要素を、『孟子』から排除しなければなら

ない。したがって松陰は、程子・張子批判を通じて、『孟子』と観念的な議論と

の分離を行ったのである。

『講孟劄記』が忠誠論を軸とする松陰の思想を表現するにあたって、性説の処

理は避けて通ることが出来ず、それだけ重要な議論だった訳だが、ここで援用さ

れていたのが、会沢正志斎の議論であったことは注目に値する。では松陰が引用

した会沢の議論とはどのようなものだったのだろうか。

四 会沢正志斎の性善説

前掲の告子上篇自題では、孟子以前には性善について論じる者はなかった、と

いう程子の言葉を批判し、性善という言葉そのものこそなかったものの、その内

容については孟子以前から言われていた旨を述べ、「程子云以下、会沢翁『下学

邇言』中、已に具に是を論ず」と割注で断っている。この議論は、性善について

の議論は前からあったものの、性善を明言したのは孟子からと言うべきであり、

性善を理解したなら実践あるのみだという流れになっている。孟子以前から性善

がについて言われていたと主張することは、孟子が性善説を発明したのではない

とすることで、性善説それ自体を『孟子』の論旨とすることを防ぎ、むしろ性善

説を前提として実践することを『孟子』の論旨とすることが狙いである。したが

って、会沢の議論が担った役割は、性善について『孟子』以前の各種経書に記載

があったことを論証することである。では実際に会沢の『下学邇言』はどのよう

になっているか。松陰が「具に是を論ず」としたのは、『下学邇言』巻二「論学

篇」である可能性が高い。その内容を抽出すると以下の通りである（14）。

古は心性を以て教と為さず。夫子の性を言ふこと、相近しと曰ふのみ［陽貨］。

孟子に至りて性善を道ふ。故に後儒は性善養気の論は前聖の未だ発せざる所

と謂ふ。蓋し性善の字は始め孟子に見ると雖も、而れども其の義は則ち前聖

既に之を発するなり。夫子曰く、人の生くるや直、之罔くして生くるは、幸
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いにして免る、と［雍也］。是れ其の生くること本と直にして、苟も能く之

罔からざれば、則ち是を是とし、非を非として、親喪には則ち自ら致し、稲

を食し錦を衣れば則ち安んぜず。皆生の直なる者にして、即ち性の善なり。

（中略）則ち性善の説、夫子何ぞ嘗て言はざらん。（古者不以心性為教。夫

子之言性、曰相近而巳［陽貨］。至孟子而道性善。故後儒謂性善養気之論、

前聖所未発。蓋性善之字、雖始見於孟子、而其義則前聖既発之矣。夫子曰、

人之生也直、罔之生也、幸而免［雍也］。是其生本直、苟能不罔之、則是是

非非、親喪則自致、食稲衣錦則不安。皆生之直者、即性之善也。（中略）則

性善之説、夫子何嘗不言焉。）

ここで会沢は性善については孔子が既にその内容を話しているとし、これ以外

にも『論語』の言葉で性善に該当するものを列挙している。さらに孔子以前の経

書でも性善については実質上話されていたとする。

而して夫子より前には、詩に秉彝徳を好むと言ひ、即ち書に所謂彝倫の叙づ

る攸［洪範］、（中略）所謂彝は即ち直道にして性善なり。且つ皐陶に天叙

天秩と言ふが如き、典礼は皆天の叙秩する所より出づれば、性善に非ずして

何ぞや。（（中略）而前於夫子、如詩言秉彝好徳、即書所謂彝倫攸叙［洪範］、

（中略）所謂彝者即直道而性善也。且如皐陶言天叙天秩、典礼皆出於天所叙

秩、非性善而何也。）

ここでも詩経、書経にはじまり、経書の言葉を列挙して、性善が語られていた

とする。このことによって会沢が性善説を権威化したかったかと言えば事実は逆

で、むしろ前に引いた用例で「古は心性を以て教と為さず」と言うとおり、性善

は徳を身につけるための理論的な前提であって、それ自体を思想の眼目にしては

ならないと主張する。

然れども専ら心性を恃みて教と為すは、則ち星なきの秤の如く、指名して以

て準則と為すことなし。故に古は相訓告するに、必ず徳を以て言を為す。（中

略）皆徳を言ひて心性を言はず。而して易も亦た徳に進み行を修むるを以て

君子の事と為す。徳は諸善の身に得て、指名すべき者なり。（中略）孟子の

時に至りて、則ち横議並び興り、道を害ひ世を惑はし、心性を説く者、多端

にして極まりなし。故に其の性善を道ひて放心を求むるは、皆人心の惑を解

き、之をして道に郷はしむる所以にして、其の教を為す所以の者に至りては、

則ち四端を拡充して以て仁義礼智の徳を為す。専ら心性を以て教と為さざる

なり。（然専恃心性為教、則如無星之秤、無指名以為準則。故古者相訓告、
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必以徳為言。（中略）皆言徳而不言心性。而易亦以進徳修行為君子之事。徳

者諸善之得身、而可指名者。（中略）至孟子之時、則横議並興、害道惑世、

説心性者多端而無極。故其道性善求放心、皆所以解人心之惑、使之郷於道、

而至於其所以為教者、則拡充四端、以成仁義礼智之徳。不専以心性為教也。）

目に見えない心を分析しようとしても、とらえどころがないのでどうしようも

ない。これに対し徳は個別具体的な善行を身につけて、はっきりと指し示すこと

ができる人物像である。したがって、惻隠、羞悪、辞譲、是非の四端を拡充し、

仁義礼智という徳にまで鍛え上げるべきである。これが会沢の主張であり、その

眼目は日常生活における善行の実践にあった。性善はあくまでも、どんな人間で

も善を行えるという前提条件でしかない。これを強調するために会沢は、孟子が

性善を発見したのではなく、孟子以前からそれは語られていたとし、孟子が敢え

て性善説を強調したのは、当時の他学派との論争に必要だったからに過ぎないと

することで、『孟子』における性善説の重要性を引き下げ、むしろ四端のような

日常生活上の個別具体的な心情を拡充し、素直に行動に移す実践に力点を移そう

としたのである。

五 『講孟劄記』における松陰と水戸学の関係

こうして見てみると、松陰の性善説理解が、基本的に会沢の論理構造をそのま

ま引き継いでいることは明らかである。『孟子』から性説にまつわる観念的な議

論を排除することは、とりもなおさず実践を強調するために他ならない。会沢の

場合は実践の内容が日常生活における四端の拡充と、それによる徳の完成にあっ

た訳だが、松陰の場合は忠誠論を強調し、国家の危機を憂えて献身的に忠誠を尽

くすことにあった。前出の尽心下篇第三十八章劄記において、『孟子』冒頭の粱

恵王は王政、中間の告子は性善、末尾の尽心は道についての議論となっていると

言いながら、実際には中間の告子（性善）から手を下すという、編集順序とそぐ

わない実践順序になっているのは、朱子学以来の近世儒教に慣れた人々に、まず

観念的な性説を批判することで、実践強調を『孟子』の眼目だと理解させた上で

王政や道について実践させたかったからではないだろうか。そうして考えると、

割注引用ながら『下学邇言』を論拠とすることは、『孟子』解釈をする上で、会

沢正志斎の思想が大きく作用していたことを表していると考えられる。

この『下学邇言』については、藩主に上呈した『新論』と異なり、一般読者に

向けて書かれたものである。そして、『下学邇言』「論学篇」は、学習者が日常

生活で倫理を実践して徳を磨き、「実事」を行っていくことが大事で、学術的な

議論はむしろそうした「実事」を妨げてしまうという議論が展開されている（15）。
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とすれば、松陰が『講孟劄記』で『新論』を引かずに『下学邇言』を引いたこ

とは、松陰が上から国体を説いた『新論』の性質を正確に理解しており、下から

国体を説く『講孟劄記』とはそもそも議論の組み立て方が違うので、『新論』は

使用せず、逆に実践強調の論理を展開した『下学邇言』を利用したと考えると筋

が通る。また、『下学邇言』では重層的な君臣関係、親子関係などを前提として、

自分をとりまく目の前の人倫に重点を置いた、日常生活における「実事」の実践

を説いており、一気に天皇や国家への献身的行動を説く『講孟劄記』の忠誠論と

は相容れない。したがって松陰は、『下学邇言』「論学篇」を全面的に引用する

ことなく、観念的性説を批判する箇所を引用したのであろう。そうして考えた場

合、松陰は『新論』を誤読していたのでもなく、また観念的な議論を批判するこ

とで実践強調を促す会沢正志斎の議論が『下学邇言』にあることを知っており、

それを継承しつつみずからの忠誠論を『孟子』の論旨として組み込んでいったも

のと思われる。したがって、国体という字がありながら、そこには『新論』も水

戸学の議論も登場しないのである。かかる松陰からして、会沢正志斎の議論を継

承しているという自覚がありながら、『講孟劄記』でこのような水戸学の引き方

をしていたとしても何ら不思議ではなく、また改めて藤田東湖の忠誠論を引く必

要もない。

出発点を水戸学としつつも、その思想は特に国体論において、独自性の強い忠

誠論として分化していった松陰だが、その忠誠論を儒教の文脈で展開するに際し

ては、水戸学の文脈にいるという自覚を持っていた。それを表すのが『講孟劄記』

における水戸学の使われ方であり、また松陰と水戸学の継承と相違とが、ここに

表れているのである。

注

（1）『吉田松陰全集』普及版（山口県教育委員会編、岩波書店、1938 ～ 1940）第 10 巻 217

頁。以下『吉田松陰全集』からの引用は全て同書による。

（2）松陰は会沢、豊田との会見について「客冬水府に遊ぶや、首めて会沢、豊田の諸子に踵

りて、其の語る所を聴き、輒ち嘆じて曰く、身皇国に生まれて、皇国の皇国たる所以を

知らざれば、何を以てか天地に立たん、と。帰るや急に六国史を取りて之れを読む」と

述懐している。（『吉田松陰全集』普及版、第七巻 352頁）

（3）『吉田松陰全集』普及版、第三巻 565～ 567頁。

（4）『講孟劄記』下巻（近藤啓吾訳注、講談社、1980）528 頁。『講孟劄記』が明治九年に松

下村塾より刊行されてから、どのような変遷を辿り、如何なる体裁で編集されてきたか

についての書誌学的な考察については、本書下巻 642 ～ 645 頁が最も詳細である。これ

に基づいて校訂を施した本書が最も信頼性が高いと思われる。よって以下『講孟劄記』

からの引用は同書による。
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（5）『水戸学と明治維新』（吉田俊純、吉川弘文館、2003）196～ 200頁。

（6）『吉田松陰』（高橋文博、清水書院、1998）106頁。

（7）『講孟劄記』上巻、19～ 21頁。

（8）『新論』（「日本思想大系」53、今井宇三郎、瀬谷義彦、尾藤正英校訂、岩波書店、1973）52

～ 53 頁。会沢が晩年まで手を入れていた『新論』は、表現が微妙に異なっており、そ

れらを全て参照の上校訂された本書が最も信頼性が高いため、これを底本とした。

（9）「蓋し人君の天職は天民を治むることなり。民の為の君なれば、民なければ君にも及ば

ず。故に民を貴しとし、君を軽しとす。是等の処は篤と味ふべし。異国の事は姑く置く。

吾が国は辱なくも国常立尊より、代々の神神を経て、伊弉諾尊。伊弉冊尊に至り、大八

洲国及び山川・草木・人民を生み給ひ、又天下の主なる皇祖天照皇大神を生み玉へり。

夫より以来列聖相承け、宝祚の隆、天壌と動なく、万々代の後に伝はることなれば、国

土・山川・草木・人民、皆皇祖以来保守護持し玉ふ者なり。故に天下より視れば人君程

尊き者はなし。人君より視れば人民程貴き者はなし。此の君民は開闢以来一日も相離れ

得る者に非ず。故に君あれば民あり、君なければ民なし。又民あれば君あり、民なけれ

ば君なし。此の義を辨ぜずして此の章を読まば、毛唐人の口真似して、「天下は一人の

天下に非ず、天下の天下なり」などと罵り、国体を忘却するに至る。惧るべきの甚しき

なり。近聞く、明倫館の文題に、「天下は一人の天下に非ざるの説」と云ふを出されし

由」（『講孟劄記』下巻、489 ～ 490 頁）とあるが、この議論が「孟子序説」の国体論に

直接的に参加しておらず、また他の議論にも援用されていないこと、そして「天下は一

人の天下」云々は、藩校明倫館で出された論文問題であり、これに対する批判であるこ

とから、『講孟劄記』における松陰の議論に神話は積極的なはたらきをしていないと思

われる。

（10）『講孟劄記』下巻、592頁。

（11）『講孟劄記』下巻、70～ 71頁。

（12）『講孟劄記』下巻、63～ 65頁。

（13）『講孟劄記』下巻、87～ 89頁。

（14）『下学邇言』は弘化四年（1847）に執筆された。本稿が底本とするのは明治二十五年（1892）、

会沢正志斎の子孫である会沢善発行のものである。

（15）拙稿「「弘道館記」をめぐる会沢正志斎の教学理念」（『東洋の思想と宗教』第二十九号、

2012）、「会沢正志斎の『論語』理解と実践」（『東洋の思想と宗教』第三十二号、2015）

参照。

（おおば かずお・非常勤講師）
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〔研究ノート〕 

 

メランヒトン『子どものカテキズム』の構造と特質 
 
 

菱 刈 晃 夫  
 
 
 

はじめに  
 

『子どものカテキズム』 ﴾Catechesis Puerilis. 1543, bzw. 1540. Catechismus, 
das ist : eine Kinderlehre. 1543﴿は、メランヒトンによる宗教教育用教材カテキ

ズム ﴾教理問答書 ﴿の中でも、もっとも知られた大部な著作である 1。これをシュ

レーダーはメランヒトンの「カテキズム的神学」 ﴾katechetische Theologie, 
theologia catechetica﴿と呼んだ 2。すでにコールズは、この前後に大幅な改訂

が施される『神学総覧』 ﴾Loci praecipui theologici﴿との構造的な比較を、詳細

に行っている 3。1521 年に初版が刊行されて晩年の 1559 年に至るまで、プロ

テスタント最初にしてメランヒトンの代表的神学テキストである『神学総覧』

﴾通称ロキ ﴿は、宗教改革の進展にともなう歴史的・社会的状況と密接に連動し

て幾度となく改訂されるが、とりわけ 1535 年と 1543/44 年に大きな改訂が施

された 4。  
 小論では、メランヒトンのカテキズムに関する一連の研究を踏まえた上で 5、

ラテン語とドイツ語の両方で出版された『子どものカテキズム』 6の構造と特

質について明らかにする。律法と福音の作用による人間の動的な「再生」の問

 
1 Cf. Frank, Günter ﴾Hg.﴿ : Philipp Melanchthon. Der Refomator zwischen Glauben und Wissen. 
Ein Handbuch. Berlin 2017. S.259. 
2 Ibid. 
3 Cohrs, Ferdinand ﴾Hg.﴿ : Philipp Melanchthons Schriften zur Praktischen Theologie. Teil I . 
Katechetische Schriften. Leipzig 1915. S.LXVII-XCIII . 
4 Cf. Stupperich, Robert ﴾Hg.﴿ : Melanchthons Werke in Auswahl. Bd.II. Teil 1. Gütersloh 1978. 
S.186. 
5 平成 31 年度科学研究費補助金 ﴾基盤研究 C、課題番号 19K00112﴿による研究成果の一部とし

て公表された、拙稿「メランヒトンとアグリコラ―カテキズムをめぐって―」国士舘大学人

文学会編『国士舘人文学』10 号所収、2020 年、21-45 頁、同「メランヒトン『巡察指導書』

の背景と内容―法の価値と自由意志を強調する理由―」国士舘大学人文学会編『国士舘人文

学』11 号所収、2021 年、99-121 頁、参照。これに続く研究成果のごく一部が本稿である。  
6 テクストは注 3 コールズによった。ここにはラテン語とドイツ語が併記され、対照的に収

録されている。S.89-336. 
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題を、1543 年前後のメランヒトンがどのように捉えていたのか、明確にして

おきたい。  
 
1 節 構造について  
 
 『子どものカテキズム』の目次から詳しく確認しておこう。全 6 章から成り

立っている。ラテン語とドイツ語のテクストを併記するが、訳はラテン語版に

よる。  
 

I. Quid significat catechesis? Was heißt Catechesis? 
カテキズムとは何を意味するのか? 

 
II. Declogus. Die Zehen Gebot. 
1. De primo praecepto. Das erste Gebot. 

十戒  
第一戒について。  
1. Quid praecipit primum praeceptum? Was leret oder gebeut das erste 

Gebot? 
第一戒は何を教えているのか。  

2. Satisfaciuntne homines huic praecepto? Halten auch die menschen 
dieses Gebot? Oder thun sie im genug? 
人間はこの戒めを成就するのか。  

3. Quomodo inchoatur haec obedientia? Wie fahet man an gehorsam zu 
sein? 
この服従〔従順〕はどのように始められるのか。  

4. Quae sunt peccata contra primum praeceptum? Welchs sind den die 
Sünden wider das erste Gebot? 
第一戒に反する罪は何か。  

5. Quae est poena violati primi praecepti? Was ist für ein straff gesetzt auf 
die ubertrettung des ersten Gebotes? 
第一戒違反の罰は何か。  

6. Quae est promissio addita primo praecepto? Was verheisset Gott in 
dem ersten Gebot? 
第一戒に加えられた約束とは何か。  

 
2. De secondo praecepto. Das ander Gebot. 
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第二戒ついて。  
1. Quos bonus usus divini nominis praecipit? Weichs ist der rechte brauch 

des gottlichen Namens, davon dis Gebot gebeut? 
神の名のどのような適切な用法を命じているのか。  

2. Quomodo fit hoc praeceptum? Wie geschicht den sölch Gebot? 
この戒めはどのようになされるのか。  

3. Peccata contra secundum praeceptum. Sünde wider das ander Gebot. 
第二戒に反する罪。  

4. An liceat iurare christianis? Ob auch einem Christen schweren erlaubet 
sei? 
キリスト者には誓うことが許されているか。  

5. Quae est comminatio addita huic praecepto? Wie drauet Gott denen, so 
dis Gebot ubertreten? 
この戒めに加えられている威嚇〔警告〕は何か。  

6. Debetne magistratus punire periuria? Sol auch die Oberkeit das falsche 
schweren straffen? 
当局は嘘つきを罰しなければならないのか。  

7. An illicita iuramenta sint servanda? Sol man auch unzimlichen eid 
halten? 
不法な誓いは守られるべきか。  

 
3. De tertio praecepto. Das dritte Gebot. 

第三戒について。  
1. Quid praecipit tertium praeceptum? Was leret oder gebeut das dritte 

Gebot? 
第三戒は何を命じているのか。  

2. Estne abrogatum praeceptum de sabbato? Ist den das gebot vom 
Sabbath abgethan? 
安息日について廃止された戒めはあるのか。  

3. Peccata contra hoc praeceptum. Sünde wider das dritte Gebot. 
この戒めに反する罪。  

4. Opera huius praecepti. Folgen die werck des dritten Gebots. 
この戒めによる行い。  

5. Violaruntne Machabei sabbatum pugnando? Haben auch die 
Machabeer den Sabbath geschwecht oder gebrochen, do sie daran 
gestritten haben? 
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マカバイは努力されるべき安息日を破ったのか。  
6. Alia questio. Quid sentiendum est de ordinationibus ecclesiasticis? Ein 

andere frag. Was sol man halten von Kirchensatzungen? 
他の問い。教会規則について何が考えられるべきなのか。  

7. De oblatione. Vom Opfer. 
奉献について。  

8. De allegoria sabbati. Von heimlicher deutung des Sabbaths. 
安息日の比喩について。  

 
4. De quarto praecepto. Das vierde Gebot. 

第四戒について。  
1. Quid praecipit quartum praeceptum? Was gebeut dieses vierde Gebot? 

第四戒は何を命じているのか。  
2. Suntne opera secundae tabulae cultus Dei? Sind auch die werck der 

andern Tafel Gottesdienst? 
第二の板の行いは神礼拝か。  

3. Quae sunt parentum, magistratuum et aliorum gubernatorum officia? 
Welchs sind der Eltern, der Oberkeit und andern Regenten empter? 
両親、当局そしてその他の支配者の義務とは何か。  

4. Cur textus inquit : Honora patrem et matrem? Warumb sagt der text, 
Ehr Vater und Mutter? 
聖書はなぜ、父と母を敬えと言うのか。  

5. Quid complectitur obedientia debita magistratui? Was helt in sich der 
gehorsam, so man der oberkeit schüldig ist? 
当局に負う義務のある服従には何が含まれるのか。  

6. De promissione, addita quarto praecepto. Von verheissung, so ans 
vierde gebot gehenckt ist. 
第四戒に付加された約束について。  

7. De reverentia et obedientia debita ministris evangelii. Von ehrerbietung 
und gehorsam, so man den dienern Gottes worts schüldig ist. 
福音の僕に負わされている畏敬と服従について。  

 
5. De Quinto praecepto. Das fünffte Gebot. 

第五戒について。  
1. Quae sunt peccata pugnantia cum hoc praecepto? Welches sind den die 

sunde, die wider dieses gebot sind und handlen? 
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この戒めと争う罪は何か。  
2. Quae sunt bona opera huius praecepti? Welches sind den die gute 

werck, davon dieses gebot gebeut? 
この戒めによる善い行いとは何か。  

3. Estne licita vindicta? Ist auch den menschen erlaubet, sich selbst zu 
rechen? 
復讐は許されているか。  

4. Quae virtutes pertinent ad hoc praeceptum? Welche und was fur tugent 
gehören in dies gebot? 
この戒めにはどのような徳が属しているか。  

5. Peccatne David, cum ait : Perfecto odio oderam eos? Sündiget auch 
David in dem, da er sagte, Mit volkomnen hass hasset ich sie? 
激しい憎しみで彼らを憎みと言うとき、ダビデは罪を犯すのか。  

6. Quomodo fit hoc praeceptum, et quomodo placet Deo, et fit cultus Dei? 
Wie geschicht dieses gebot? Wie gefelt es Gott? Und wie wird es ein 
gottesdienst? 
この戒めはどのようになされるのか、どのように神に喜ばれるのか、神

礼拝はどのようなされるのか。  
 

6. Sextum praeceptum. Das sechste Gebot. 
第六戒。  
1. Quid praecipit sextum praeceptum? Was gebeut das sechste Gebot? 

第六戒は何を命じているか。  
2. Recita comminationes additas huic praecepto. Erzele die dreuung, die 

an dies Gebot gehestet sind. 
この戒めに付加されている警告を語りなさい。  

3. Quomodo fit hoc praeceptum? Wie geschicht dies Gebot? 
この戒めはどのようになされるのか。  

 
7. Dic septium praeceptum. Sag das siebende Gebet. 

第七戒を述べよ。  
1. Quid praecipit? Was gebeut diss Gebot? 

何を命じているのか。  
2. Quomodo fit hoc praeceptum? Wie geschicht, oder wie wird diss Gebot 

gehalten? 
この戒めはどのようになされるのか。  
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3. Licentne Christianis tenere proprium et esse divites? Gezimet sichs auch, 
das Christen eigens haben und reich seien? 
キリスト者には財産を持つことや裕福であることが許されているか。  

4. Quae sunt eleemosynae necessariae? Was oder welches sind nötige 
allmusen? 
必要な施しとは何か。  

5. Licentne Christianis uti contractibus? Mogen auch Christen handtierung 
treiben? 
キリスト者には契約を利用することが許されているか。  

6. De reditibus. Von einkommen, rent oder zinse. 
収入について。  

7. De usuris. Vom Wucher. 
利子について。  

8. De eo, quod interest. Vom interesse. 
利益について。  

9. De restitutione. Vom widergeben oder widerlegung. 
回復について。  

10. An, quae tenentur praescriptione, iuste tenentur? Ob auch einer mit 
recht innen hab, das er durch ein verjarung oder prescription erlangt 
und bekommen hab? 
命令によって保持されているものは、正しく保持されているのかどうか。 

11. An rapta in bellis sint retinenda? Ob man auch das jenig, so man in 
kriegen raubt, behalten möge? 
戦争の中で奪われたものは保持されるべきかどうか。  

12. De reditibus ecclesiasticis. Von geistlchem einkommen, zinsen und 
renten. 
教会の収入について。  

 
8. De octavopraecepto. Von dem achten Gebot. 

第八戒について。  
1. Quid praecipit octavum praecepum? Was lehret oder gebeut das achte 

Gebot? 
第八戒は何を命じているのか。  

2. An omne mendacium est mortale peccatum? Ob auch ein jede lüge ein 
todsünd sei? 
すべての嘘は死罪か。  
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9.10. De reliquis duobus praeceptis. Von den andern zwien geboten. 

残り二つの戒めについて。  
 

11. De fine. Vonendlicher ursach aller Gebot. 
目的について。  

 
12. De usu legis. Vom brauch des göttlichen gesetzes. 

律法の用法について。  
 

III.De evangelio. Vom Evangelio. 
福音について。  

 
IV.De iustificatione. Wie wir von Gott gnad und vergebung der sünden 

erlangen, gerecht und Gott angenem und gesellig warden, Oder von der 
justification. 
義認について。  

 
V.De bonis operibus. Von guten wercken. 

善い行いについて。  
1. Quae requiruntur? Was fordert den Gott fur werck? 

何が求められているのか。  
2. Quomodo placet imperfecta obedientia? Wie gefellet aber Gott der 

unvollkommem gehorsam? 
不完全な服従がどのように神に喜ばれるのか。  

3. Causae hortantes ad bene operandum. Ursach, die uns vermanan sollen, 
gute werck zu thun. 
善い行いへと私たちを駆り立てる原因。  

4. Quomodo amittitur gratia? Wie verleuret man die Gnade? 
どのように恩恵は失われるのか。  

 
VI.De sacramentis. Von den Sacramenten. 

秘跡について。  
1. Quid est sacramentum? Was ist Sacrament? 

秘跡とは何か。  
2. De baptismo. Vom Sacrament der Taufe. 
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洗礼について。  
3. Quis est effectus baptismi? Was wircket die Tauf? Oder welchs ist der 

tauf frucht und kraft? 
洗礼の効果とは何か。  

4. Suntne infants baptisandi? Solle man auch die Kinder teuffen? 
子どもは洗礼を受けさせられるべきか。  

5. De poenitentia. Von der Busse. 
悔い改めについて。  

6. De absolutione. Von der Absolution. 
罪の赦し〔赦免〕について。  

7. De confessione. Von der Beicht. 
信仰告白について。  

8. De satisfactione. Von Gnugthuung. 
贖罪について。  

9. De coena domini. Vom Abentmal des Herrn. 
主の晩餐について。  

10. Quid de missa sentiendum est? Was solle man von der Messe halten? 
ミサについて何が経験されるべきか。  

 
4.第四戒についてのみ、1540 年版と 1543 年版に違いが見られるが 7、ここで

は 1543 年版に従った。  
 コールズ編の 500 頁余りにもなる本書の中でも 8、このカテキズムは 89-336
頁までを占めている。そしてその内容のほとんど ﴾92-290 頁 ﴿が十戒、すなわち

律法、神の法の解説に費やされている。これは 1535 年と 1543/44 年のロキと

の深い繋がりの中で生まれた 9。全体は「問い―答え」形式にほぼ貫かれ、宗

教教育用教材として、より単純かつ明快に回答がなされるように工夫されてい

る。とりわけ神の法すなわち律法に関して、その詳細な内容を、当時の歴史的

社会的状況を反映して、身近な内容と関わらせながら「問い―答え」形式で解

説しているのが『子どものカテキズム』である。神学的な背景や知識はロキに

譲るとして、カテキズムでは人間の心に作用する「律法と福音」のダイナミッ

クな作用について 10、とくに律法の果たす役割
．．．．．．．．

に大きなウエイトが置かれてい

ることが、その構造や分量からしても明白である。しかもラテン語とドイツ語

 
7 Cf. Cohrs, op.cit., S.LXX-LXXI. 
8 Cf. Cohrs, op.cit. 
9 Cf. Ibid., S.LXVIII-LXIX. 
10 拙著『ルターとメランヒトンの教育思想研究序説』溪水社、2001 年、175 頁以下、参照。 
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の両方で記されたカテキズムは、ルターのカテキズムが家庭での使用を目論ん

でいたのに対して、メランヒトンがあくまでも ﴾ラテン語 ﴿学校での使用を念頭

に置いていたことも明らかである 11。  
 1528/28 年あたりには、アグリコラとの反律法論争も関係して、メランヒト

ンはカテキズムにも積極的であったが 12、それから 10 年ほどはカテキズムに

関するものを一つもあらわしてはいない 13。そこで、このカテキズムはおよそ

10 年以上を経てようやく誕生した、「子どもの」とはいえ大人 ﴾教師 ﴿向けの『子

どものカテキズム』であった。次に、その特質となる内容について簡単に見て

おこう。  
 
2 節 特質について  
 
 このカテキズムの特質をよくあらわしていると思われる内容をいくつか取

り上げてみよう。すでに述べたように、律法すなわち十戒の解説に割かれた分

量は顕著であり、律法の役割と用法についてのメランヒトンの認識も明確であ

る。それが特徴的にあらわれているのが、「 II. 12. De usu legis. Vom brauch des 
göttlichen gesetzes. 律法の用法について」である。要点を確認してみよう。

ここにメランヒトン神学の特質ともいえる、律法の三用法が明記されている。

ドイツ語よりもラテン語のほうが単純明快に記されているので、ラテン語テク

ストから拾い上げてみる。  
 
  ところで三重の用法がある。まず十戒あるいは道徳的な神の法が教えられ

るべきである。規律によって未熟な者を教育し抑制するためである。  
   そしてこの用法は正しくない者たちにも正しい者たちにも〔義人にもそ

うでない人にも〕関係する。  
   なぜなら神は正しくない者たちが外的な規律によって抑制されるのを

欲しているからである。そして未熟で正しい者たちには、抑制されるべき

肉のために〔肉を抑制するために〕、教育、教え、そして注意深さが必要

である。ちょうど子ども、青少年、大衆などである 14。  
  Est autem triplex usus. Primum tradendus est decalogus seu lex Dei 

moralis, ut disciplina rudes erudiat et coherceat. Et hic usus pertinent ad 
iniustos et iustos. Deus enim coherceri vult iniustos externa disciplina, et 
iustis rudibus opus est institutione, doctrina et diligentia cohercendae 

 
11 Cf. Ibid., S.LXVII. 
12 Cf. Ibid. 
13 Cf. Frank, op.cit., S.252f. 
14 Cohrs, op.cit. , S.287f. 
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carnis, sicut pueris, adolescentibus, vulgo etc. 
 

すでにこれまで確認してきたように 15、これは律法の①政治的用法である。

メランヒトンが常に強調するのは、「外的規律」﴾externa disciplina﴿としての律

法すなわち神の法の第一用法である。とくに子どもや青少年、そして大衆は「肉

欲」へと駆り立てられがちであるため、これを抑制する ﴾coercere﴿ために、教

育 ﴾institutio﴿、教え ﴾doctrina﴿、注意深さ ﴾diligentia﴿が必要とされている。  
 
  第二の用法は痛悔にとって固有のものである。罪を告発し、良心を震撼さ

せるものである。これについてパウロはしばしば述べている。律法によっ

て罪を認識する。同じく、律法は怒りを招く 16。  
   Secundus usus est proprius contritio, arguer peccatum et perterrefacere 

conscientiam, de quo Paulus saepe loquitur : Per legem cognitio peccati. 
Item : Lex iram efficit. 

 
 律法の②神的用法である。これは「痛悔」 ﴾contritio﴿のためにあり、そのた

めには罪の告発により「良心」﴾conscientia﴿を震撼させる ﴾あるいは震撼させら

れる ﴿必要がある。律法により「罪」 ﴾peccatum﴿の認識が生じ、良心が覚醒さ

せられることで、痛悔が開始される。すると、そこに福音がもたらされる。律

法と福音の作用がもっとも動的に交差する、キリスト教的人間の生成に向けた、

まさに実存的な心の内奥での動きが、ここでは想定されている。カテキズムの

もっとも核心的な働きを期待する用法であり、だからこそメランヒトンは十戒

の解説に、これほどの分量を割いているといえよう。  
 
  第三の用法は、義認された者たちの中でのものである。なぜならたとえ律

法から解放されていて、非難すべきではないにしても、それでも彼には〔再

生者〕には律法の教えが三様に必要である。第一に、教え〔教理〕に関わ

る。第二に、老齢の肉に関わる。第三に、服従に関わる 17。  
  Tertius usus est in his, qui sunt iustificati. Etsi enim sunt liberati a lege, ne 

damnet, tamen iis opus est doctrina legis tripliciter. Primo, quod ad 
doctrinam attinet. Secundo, quod attinet ad vetustatem carnis. Tertio, 
quod ad obedientiam attinet. 

 

 
15 拙稿前掲「メランヒトンとアグリコラ」、34 頁以下、参照。  
16 Ibid., S. 288. 
17 Ibid. 
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 再生者における律法の③教育的用法である。メランヒトンがいたるところで

繰り返すのは、たとえ信仰により義認されたとする者においても、すなわち「再

生者」 ﴾renatus﴿の中にも、死に至るまで罪はとどまり続けるという点である。

信仰において終わりや完成はなく、最期まで信仰の訓練は続けられねばならな

い。その開始点は、絶えず良心の働きによって繰り返される痛悔にある。「VI. 
5. De poenitentia. Von der Busse. 悔い改めについて」で、悔い改めは二つか

らなるとメランヒトンは述べる。  
 
  ところで悔い改めには二つの部分がある。痛悔と信仰である。痛悔は、罪

と神の怒りを認識し、罪ゆえに苦しむ、そうした良心の恐れを意味する 18。 
  Sunt autem partes poenitentiae duae, contritio et fides. Contritio 

significat terrors conscientiae, agnoscentis peccatum et iram Dei, ac 
dolentis propter peccata. 

 
痛悔の状態とは、すなわち良心が震撼して恐怖にある状態であるが、それには

信仰が加わってこそ、はじめて真の悔い改めとなる。その信仰とは、神の子ゆ

えに、そうした罪人に対して無償で与えられる憐れみ、つまり罪の赦しという

慰めへの信頼である。それを告げるのが福音である。あくまでも神の子すなわ

ちキリストのゆえにという点で、福音によって告げ知らされた、神の子キリス

トによる憐れみへの信頼 ﴾fiducia﴿が信仰 ﴾fides﴿である。これがなければ人間は

ただ痛悔の状態に放置されたまま絶望する他ない。あくまでも痛悔と信仰、救

いへの信頼が悔い改めでなければならない所以である。  
 十戒についての説明がほとんどを占める『子どものカテキズム』の目的が、

まずは①政治的用法による、すべての子どもや人々の規律・訓練にあることは

確かである。だが、それだけではない。②神的用法による良心の覚醒と、痛悔

の開始、それに伴う信仰の成長と、さらに再生者も含めてキリスト者のすべて

が、③教育的用法によって不断に教育されていくことが目指されているといえ

よう。メランヒトンにおける信仰が、常に大人 ﴾教師 ﴿が教育し、かつされるべ

き信仰であり、なお人間にはそうした教育可能な信仰の萌芽があるとの認識を、

このカテキズムはあらわしている。ここに、このカテキズムの最大の特質があ

る。ゆえに十戒に続いて、福音、義認、そしてやはり善い行いについての解説

がなされ、最後に秘跡で締め括られることになる 19。  

 
18 Ibid., S.319f. 
19 ちなみに 1559 年の最終版ロキの目次をあげてみる。これは全 24 章、つまりおよそ 24 の

ロキすなわちトピックから成り立っている。この中で、6、7、8、9、13 がカテキズムと重複

する箇所である。換言すれば、メランヒトン神学の中でもとくに実践や教育と関わる部分で

ある。このロキの初日本語全訳は目下出版準備中である。  
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18. 苦難と十字架と真の慰めについて  
19. 神に願い求めること〔祈願〕と祈りについて  
20. 市民当局〔この世の権力〕と政治支配の価値について  
21. 教会における人間の儀式について  
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 ただし誤解されてはならないのは、「善い行い」 ﴾bona opera﴿による功徳に

よって、あるいは人間的な徳によって人は救われるのではなく、あくまでも信

仰と信頼によって救われるという点である。あくまでも善行は信仰の結果とし

て表出される、というルター神学をメランヒトンは堅持した。カトリック的な

功績主義ではなく、救われるのは福音のみ、つまりキリストへの信仰のみによ

る、という福音主義にメランヒトンが立っていることを忘れてはならない。ち

なみにロキの最終版では、こう記されることになる。  
 
  はっきりと明瞭に私たちは、人間の中に信仰箇条の知識が、同じく悔い改

めが存在していなければならず、善い意図や愛が開始されなければならな

いことを教えている。こうしたこと〔前提〕について反対者たちは争うが、

それでも私たちは人間の中にそれらは存在しなければならないと自ら告

白する。しかし私たちは信仰が付け加わらなければならないと付加する。

つまり、憐れみへの信頼であり、それは神の子のゆえに罪の赦しを私たち

が得ることであり、このような私たちの徳によるのではないということで

ある 20。  
  Plane et clare docemus oportere in homine existere notitiam articulorum 

fidei, item contritionem, bonum propositum ac inchoari dilectionem. De 
his dimicant adversalii, quae tamen fatemur ipsi in homine oportere 
existere. Sed addimus oportere accedere fidem, id est, fiduciam 
misericordiae, quod propter filium Dei habemus remissionem peccatorum, 
non propter has nostras virtutes. 

 
あくまでも人間の中に信仰に関する知識 ﴾notitia﴿や悔い改めの開始点が存在

していなければならず、それは教育によって形成可能であり、そこから善い意

図や隣人愛の実践が始められるとのメランヒトンの確信こそは、ルター神学に

基づくメランヒトンをして「ドイツの教師」 ﴾Praeceptor Germaniae﴿と尊称せ

しめた、内的な深い理由といえよう。メランヒトンの神学とは、まさに教育的

な神学なのである。  
 
 
 

 
22. 肉を殺すことについて  
23. 躓きについて  
24. キリスト教的自由について  
20 Stupperich, Robert ﴾Hg.﴿ : Melanchthons Werke in Auswahl. Bd.II . Teil 2. Gütersloh 1982. 
S.451. 
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おわりに  
 
 このカテキズムの目次からも明らかなように、律法がどのようになされるの

か、という行いや行為についてメランヒトンはおろそかにしなかった。信仰に

よってのみ ﴾sola fide﴿をスローガンとするルター神学が、善行を不要にしてい

るとの批判に対して、メランヒトンは信仰による必然的な結果としての「善い

行い」の必要性とその効果を強調してやまない。ただし、あくまでも信仰の成

果としての行いであり、行いの成果として信仰があったり、救いがあったりす

るわけではない点に注意が必要である。  
 心の最内奥に働きかけようとするメランヒトンの教育思想は、このカテキズ

ムに典型的にあらわれている。その究極の目的は良心の覚醒と悔い改めによる
．．．．．．．．．．．．．

心の純化もしくは再生
．．．．．．．．．．

にある。しかも律法と福音の働きによって生きている限

り死に至るまで続けられるべき再生である。人間の心の、あるいは人間の中の

罪は、生きている限り決してなくなることはない。ただ神と人間との和解をと

りなす仲保者としてのキリストのゆえに赦されている ﴾大目に見られている ﴿
だけである。こうした自覚を常に保ちながら再生を続けることで、人間の内面

に働きかけるキリスト教的教育―宗教教育―がなされる一方、他方で人間の自

然本性に信頼する人文主義的教育、すなわちヒューマニズムによる教育も進め

られる。キリスト教的ヒューマニスト ﴾人文主義者 ﴿としてのメランヒトンの、

とりわけメランヒトン神学に基づいた教育思想の核心部分を、このカテキズム

はもっとも完成した形で表現しているといえよう。  
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〔研究ノート〕

理科教授・学習プロセスマップの改良と

その活用による理科授業デザイン支援

― 教職実践演習における実践を通して ―

小 野 瀬 倫 也

本研究では、教員志望学生が自らの授業実践を振り返るツールとして開発され実

践に適用された理科教授・学習プロセスマップに改良を施し、理科授業デザインを

支援するツールとして使用することを検討した。改良版である理科教授・学習プロ

セスマップ（Ver.2）を教職実践演習（小）で活用した結果、理科教授・学習プロ

セスマップ（Ver.2）を作成することについて、受講した全ての学生から子どもの

考えを柱とした授業を作る上で意義があると理解が得られた。また、今後の課題と

して書式とそれが意味することを理解することが難しかったという指摘があった。

このことについて、授業の中で学生にフィードバックする時間を設けるなどの工夫

が必要であることが分かった。また、経験不足によってもともとの子どもの考えや、

発問に対する子どもの反応を予想して明らかにする場面の記述が困難であることを

挙げる学生がいた。一方で、子どもの考えを予想して授業を構想することの有用性

を感じている学生が多いことから、課題について今後の教員生活の中で身につける

べきスキルとして学生が捉えられると考えられた。

キーワード：理科教授・学習プロセスマップ、教職実践演習、理科授業

1．はじめに

平成 29（2017）年 3 月、小学校及び中学校学習指導要領が告示された。そし
て、小学校では 2020 年度、中学校では 2021 年度より学習指導要領が全面実施
されている。学校現場においては、正に学習指導要領の趣旨を実現する為の実践

に取り組んでいるところである。こうした中、中央教育審議会は、平成 31（2019）
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年 4 月、文部科学大臣から「新しい時代の初等中等教育の在り方について」諮問
された。これを受け、令和 3 年（2021 年）3 月「『令和の日本型学校教育』の構
築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的

な学びの実現～（答申）」がまとめられた。

答申では、「指導の個別化」と「学習の個別化」を教師視点から整理した概念

を「個に応じた指導」であるとされた。この「個に応じた指導」を学習者視点か

ら整理した概念が「個別最適な学び」であるとしている。「協働的な学び」につ

いては、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげ、子ど

も一人一人の良い点や可能性を生かすことで、異なる考え方が組み合わさり、よ

り良い学びを生み出していくようにすることが大切であるとされている。そして、

授業の中で「個別最適な学び」の成果を「協働的な学び」に生かし、更にその成

果を「個別最適な学び」に還元するなど、「個別最適な学び」と「協働的な学び」

を一体的に充実し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善につ

なげていくことが必要であるとされている（文部科学省，2021a）。
文部科学大臣は、本答申を受けて中央教育審議会に対して、諮問「「令和の日

本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について」（文部科学

省，2021b）したところである。今後、教師に求められる資質能力についての議
論がなされることになっている。

理科教育の視点から、上述の答申で明らかにされた 2 つの概念について検討す
る。「個別最適な学び」を実現させるために教師は、個々の子どもにおける現下

の学習状況（子どもなりの科学概念の形成状況､素朴概念など）を把握（評価）

することが必要である。その上で、子どもの学習の進行（科学概念の構築）を促

す支援（指導）をする必要がある。正に指導と評価の一体化である。そして、科

学概念の構築過程において「協働的な学び」を充実させることが個々の子どもに

とって深く納得（コミット）した概念となる（森本・小野瀬，2004）。子どもが、
このように獲得した概念こそ応用がきく、汎用的な知識となるのである。こうし

た一連の教授・学習活動を的確に進行させるスキルこそ、理科教育において教師

に求められる資質能力の中心に位置づけられることは、今後も不変であると考え

られる。本研究では、理科授業における教授・学習活動を的確に進行させるスキ

ルを教員の養成段階で学修することを目的とした教育実践の検討を行う。

2．研究の目的

小野瀬・佐藤（2020）において、教員志望学生が自らの学習指導案を省察す
るツールとして開発して実践適用された理科教授・学習プロセスマップに改良を

施し、理科授業デザインを支援するツールとして使用することを検討する。本研

究では、改良版である理科教授・学習プロセスマップ（Ver.2）を教職課程の最

理科教授・学習プロセスマップの改良とその活用による理科授業デザイン支援

（小野瀬倫也）
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終的な確認、そして教職に就く最終的な準備に位置づけられている教職実践演習

で活用する。そして、授業実践をもとに教授・学習プロセスマップ（Ver.2）の
有用性と課題を導出する。なお、研究で対象となった教職実践演習の履修者は小

学校教員免許取得希望者であった。

3．研究の内容

3.1 理科教授・学習プロセスマップの改良

小野瀬・佐藤（2020）において、中学校理科教員免許取得希望者を対象とし
た開講科目の一つである「理科教育内容論」の授業の一環として、理科教授・学

習プロセスマップ（以下プロセスマップと記す）による授業構想の省察を実施し

た。その結果、学生は、授業構想（学習指導案の作成）の段階において、具体的

な活動場面は学習指導案に記載できるが、子どもの考えを基にした理科授業デザ

インを構想することは不慣れであることが明らかになった。そして、プロセスマ

ップを用いて自身の授業デザインを省察（再構成）するなかで、子どもの考えの

変容を想定する必要性に気づき、そのための具体的な手立てを追加する必要があ

ると考えられることが明らかになった。本研究では、このプロセスマップを援用

して、学生が授業構想の段階、即ち学習指導案の作成の段階から子どもの考えを

想定した授業デザインが可能になるよう支援することを考えた。

図 1は、プロセスマップの構造と理科授業構想のプロセスを示したものである。
図 1 左の形式の表に、同じく右に記した理科授業構想のプロセス①から③にした
がって、授業を構想していくようになっている。

一般的に（プロセスマップの考え方とは異なり）、教師が学習指導計画を作成

する場合、達成すべき目標は学習指導要領などを参考にして掲げ、目標を達成す

るための学習活動に関する大まかな計画を立てる。そして、その授業計画をスム

ーズに進めるための具体的な手立てを検討する。このプロセスを繰り返すことに

より授業デザインを行っていると考えられる。即ち、子どもの思考プロセスより

も授業の進行に重点が置かれた授業デザインとなっているのである（小野瀬・佐

藤，2020）。このことを改善する方策として、小野瀬（2020）において、プロセ
スマップの「活動の流れ」欄の必要性を検討する必要があることが示唆されてい

た。

そこで図 2 のように、プロセスマップから「学習の流れ」の欄を取り除いたシ
ートを作成して「理科教授・学習プロセスマップ（Ver.2）」と命名して（以下プ
ロセスマップ（Ver.2）と記す。）理科授業の構想に活用することとした。これま
で、プロセスマップから「学習の流れ」欄を取り除いた書式は、総合的な学習の

時間における講座学習において筆者らが試行的に活用していた（小野瀬ら，

2021）。
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図１ 理科教授・学習プロセスマップ

図 2 理科教授・学習プロセスマップ（Ver.2）

3.2 調査の概要

（1）調査対象・調査期間
本研究における調査は、K 大学文学部の小学校教員免許取得希望学生（以下、

学生と記す）を調査対象として 2020年 12月に調査を実施した。
（2）調査方法
小学校教員免許取得希望者を対象とした開講科目「教職実践演習」の授業のう

ち教科の指導法に割り当てられている 4回の授業で実施した。調査の対象学生は、
理科を選択した学生であり、9 名であった。本科目内で理科教授・学習プロセス
マップ（Ver.2）を活用することにした理由は、第一に学生が教育実習を経験し

理科教授・学習プロセスマップの改良とその活用による理科授業デザイン支援

（小野瀬倫也）
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ており、子どもの思考過程について具体的なイメージを持てるようになっている

ことが期待されていることである。第二は、学生は既に教科の指導法に関する科

目を履修しており、本科目の中で実践的な指導力の確認を行うことになっている。

そこで、プロセスマップ（Ver.2）の作成が理科授業における実践力の質を高め
ることにつながると考えたからである。

4 回の授業の内容は表 1 の通りである。学生は、第 1 回の授業でプロセスマッ
プ（図 1）の構造と意味について説明を受けた。特に従来の学習指導案とプロセ
スマップの表記上の異同を確認した。その上で、熟達した教師のプロセスマップ

の記載例を示し、記述すべき内容を確認した。そしてプロセスマップの改良版と

して「学習の流れ」を削除したプロセスマップ（Ver.2）の構造を説明した。次
に学生に対して、以下の①～②の観点から単元を選択させた。

①教育実習で理科の授業を行った者は、その単元を選択する。

②上の①に該当しない場合は、教科教育法（理科）、または理科概論 B（現在
は「理科の理論と実践」に授業科目名変更）において自分が実施した模擬授業を

選択する（理科概論 Bでは受講者全員が 10分程度の模擬授業を実施している）。

表 1 調査 4時限の内容
回 内容

第 1回 ・プロセスマップの構造と意味についての解説

・各自が作成するプロセスデザインシートの対象となる単元の選定

・実施する単元と順番の決定

第 2回 ・授業者によるプロセスマップ（Ver.2）の説明と模擬授業ビデオの
第 3回 視聴(3～ 4名) ・研究協議（授業者への質疑応答）

・指導講評 ・相互評価シートの記入

第 4回 ・模擬授業ビデオの視聴(2名) ・研究協議（授業者への質疑応答）

・指導講評 ・相互評価シートの記入 ・授業全体のまとめ

そして、プロセスマップ（Ver.2）を作成し、導入部分（学習問題が成立する
ところまで）の模擬授業（10 分程度）について、ビデオ収録して提出し、それ
を視聴することとした。ビデオによる提出は、ICT の利活用や時間を制限するこ
と、授業者本人に省察させるなどの意図がある。以上の内容を指導した上で、各

自が実施する単元と実施する授業日を決定した。

第 2 回、第 3 回は分担された学生（3 ～ 4 名）にプロセスマップ（Ver.2）の説
明をさせた上で全員が模擬授業ビデオを視聴して、模擬授業についてのディスカ

ッション（所謂、授業研究会における研究協議の場面に相当する）を行った。そ

の後、教員からの指導講評があり、それを受けて学生同士の相互評価シート（資
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料 1）を書き、授業者とクラウド（大学が提供するマイクロソフト社の OneDrive
であり、本科目の履修者のみアクセスが可能となっている）上で共有した。本科

目では、提出物等はクラウドに設定されたフォルダを使うこととした。

第 4 回は、2 ～ 3 時間目の内容に授業全体のまとめとしてアンケートを実施し
た。アンケートの内容は表 2 の通りであり、全て自由記述とした。表 2 中の問 1
の目的は、学生が持った印象を把握することであった。問 2 の目的は、今後、本
授業においてプロセスマップ（Ver.2）を活用するにあたっての課題を見いだす
ことである。問 3 の目的は、授業者が気づいていない問題点や課題の有無を探る
ために設定した。アンケートの結果は資料 2 の通りである。提出した学生は表中
の S1から S9までの 9名（全員）であった。

表 2 アンケートの内容

Q：教授・学習プロセスマップ（Ver.2）を用いた授業構想についての質問です。
問 1：実際に教授・学習プロセスマップ（Ver.2）を書いてみてどのような感

想を持ちましたか。

問 2：教授・学習プロセスマップ（Ver.2）を学生に理解させて，実践させる
ためのハードルは何がありますか。

問 3：自由に自身の考えたことなどを記述してください。

3.3 授業実践の内容と分析

授業実践の内容について、主に学生がプロセスマップ（Ver.2）を作成しなが
ら行う授業デザインについてどのように捉えたのかという点をアンケートの結果

も踏まえて分析する。まず、作成全般に対する分析の後、理科授業構想のプロセ

ス①から③（図 2）の順番に報告する。

3.3.1プロセスマップ（Ver.2）の作成
受講した 9 名の学生は全員プロセスマップを作成することができた。また、ア

ンケートの全体から、プロセスマップ（Ver.2）を用いて授業の構想を立てるこ
とについて否定的な意見は無かった。更に、プロセスマップ（Ver.2）作成の意
義について賛同していると考えられる記述（下線で示した）は全員であった。

図 3 は学生 S5 が書いたプロセスマップ（Ver.2）である。手書きによる作成も
可としていたが、手書きで作成したのは 1 名であった。授業開始前の子どもの考
えを明らかにする（評価）こと（図 2 における理科授業構想のプロセス①、図 3
では「素朴な考え」と記されている）について、図 3 のように「発言の分析」や
「ワークシートの記述の見取り」という単なる形式を記述した者は 6名であった。

理科教授・学習プロセスマップの改良とその活用による理科授業デザイン支援

（小野瀬倫也）
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一方、「学習前の知識を把握するために台風の画像を見せる」といった具体的な

手立てを書くことができた者もいた。

子どもの考えの評価については、小野瀬・佐藤（2020,76）においても指摘さ
れているが、「学生が具体的な手立てを持ち得ていない，あるいは「評価」とい

図 3 学生 S5が作成したプロセスマップ（Ver.2）
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う言葉の意味するところが十分に理解できていない」ことが危惧されていたが、

ここでも同様の結果が見られた。このことは、アンケートにおける学生 S8の問 1
に対する回答に「教師の活動における「評価」というものがわかりにくく感じた。」

とあるように学生自身も子どもの考えの評価という概念をわかりにくく感じてい

る事も理解出来た。同じことが、理科授業構想のプロセス②の「教師が意図する

「授業後に子どもが持つ考え」を明らかにする（評価）こと」についても見られ

た。

理科授業構想のプロセス③は、「①から②に至る教授・学習過程，即ち「子ど

もの考え」と教師の手立て」を構想すること」である。ここでは、9 人の学生が
全て異なる単元でプロセスマップ（Ver.2）を作成していることから、図 3 の学
生 S5 が作成したプロセスマップ（Ver.2）を分析する事を通して、授業における
プロセスマップ（Ver.2）導入の課題について検討する。なお、学生 S5 は筆者が
標準的な学生と判断して抽出した。また、プロセスマップ（Ver.2）に記述され
た説明が不足する部分は、提出されたビデオの内容から補足している。

学生 S5 が選択した単元は、第 4 学年単元「空気と水の性質」であった。単元
の導入 1 時間目に空気集めやビニル袋に空気を入れたときの感触などについて、
遊びを通して体感する活動を行った後の時間（2時間目）を想定していた。
本時の目標は「閉じ込めた空気をおすと、体積は小さくなるが、圧し返す力は

大きくなることを理解できる。」としている。学習指導要領における本単元の目

標のア(ｱ)に対応している。以下の 3.3.2 から 3.3.5 において、理科授業構想のプ
ロセスに①から③に至る過程を分析していく。

3.3.2 ①授業開始前の「子どもの考え」を明らかにすることの記述の分析

前時において子どもが、空気を閉じ込めた袋やボールをおすとへこむことにつ

いて 2 つの現象を捉えたことを想定している。閉じ込めた空気をおすと、空気は
「小さくなる」ことと「はね返ってくる」ことである。このときの教師の活動は

「発言の分析」としかないので、空気の体積やはね返ってくる力に注目させる発

問を考える必要がある。その上で導入にある第一の問い「風船（閉じ込めた空気）

をおすと、空気はどうなっているのだろう」を成立させるようにしたい。

3.3.3 導入における記述の分析

予想とその理由について、2 つの考え「風船がへこむから、空気は小さくなっ
ている」と「風船はゴムだから縮んでいるだけで、空気（の体積）は変化してい

ない」（下線部筆者）と、問題を体積変化に焦点化している。教師の活動におい

ては、予想の前提として、前時の活動、生活体験、演示（風船）などが想定され

ている。そして、風船から、一般化された第 2 の学習問題「（閉じ込めた空気を

理科教授・学習プロセスマップの改良とその活用による理科授業デザイン支援

（小野瀬倫也）



- 38 -

『国士舘人文科学論集』第 3 号（2022年 2月）

おすと、空気はどうなっているのだろう」を成立させるようになっている。

3.3.4 展開における記述の分析

展開では、記載されていないが、空気を閉じ込めた注射器を使ってピストンを

押したときの体積変化や手応えを観察する実験が想定されている。まず、教師は

「空気の体積と手ごたえがどのように変化するか予想させる。」とある。その際、

子どもは「文章や図を用いて、予想を立てる」ようになっている。子どもの予想

は、体積は「小さくなる」「変わらない」、手ごたえは「大きくなる」が想定さ

れている。しかし、「手ごたえ」という概念が成立されていないことを見越して、

教師は「手ごたえとは反発する力であることを説明し、手ごたえの意味を統一さ

せる」とある。具体的な方法が「説明する」ことになっているが、子ども(クラ

ス)で合意できる概念にする必要があると考えられる。その方策を具体化すべき

である。また、予想で描かせた図は ICTを使用して共有されることになっており、
時間を有効に使うことが期待できる。

実験に関する注意事項の確認の後、実験が実施される。想定される結果は「体

積は、だんだん小さくなった。」「手ごたえは、だんだん大きくなった。」である。

そして、前述の「風船はゴムだから縮んでいるだけで、空気（の体積）は変化し

ていない」という予想は実験の結果から否定されることが想定されている。

3.3.5 まとめ②新たな考え についての記述の分析

本来であれば、①で想定していた子どものもともとの考えや、予想に挙げられ

ていた考えの変容が記述されるべき部分であった。ここでは、展開に記述された

「体積は、だんだん小さくなった」「手ごたえは、だんだん大きくなった」とい

うように子どもの考えが発展する想定、そして「風船や袋がへこんだのは、体積

が小さくなっていたからだ。」と考えが一般化され、クラスで共有する方策を教

師が記述することが、プロセスマップ（Ver.2）が想定しているところであった。
学生 S5 は、プロセスマップの想定を超えて、次時で扱う「水も空気と同じよう
な性質があるのか」という新たな疑問につなげるまとめを想定していた。この点

については、上述したプロセスマップ（Ver.2）の想定する内容を記述した上で、
次時につなげる新たな疑問を記述することが、より良い授業の内容の表現として

期待される。

4．研究のまとめ

本研究の目的は、プロセスマップ（Ver.2）を教職実践演習で活用し、授業実
践を通してその有用性と課題を導出することであった。3.3.1 で述べたように、
学生に行ったアンケートの結果から、プロセスマップ（Ver.2）を作成する意義
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について賛同していると考えられる記述は全ての学生に見られた。具体的には

「S4：子どもたちのもともとの考えを考えることは、授業の流れを完璧に練る
ことよりも大切であることにプロセスマップを用いた授業の後に気が付けた。こ

れから先も使っていきたい。」や「S7: 教授・学習プロセスマップは初めて書い
たけれど、書くことによってより教師がすべきことが分かりやすくなりました。」

のように、プロセスマップを書くことの意味を学生自身がそれぞれの指導観に位

置づけていたと考えられる。

プロセスマップ（Ver.2）を教職実践演習に導入するための課題は主にアンケ
ートの問 2 から読み取ることができた。まず、書式がわかりにくいと指摘した学
生（S4、S8）があった。さらに、「学生に理解させて、実践させるためのハード
ル」として、「書き方」というキーワードを挙げる学生が 5名いた（S1、S2、S3、S4、
S8）。また、「書き方が合っているか（S1）」「書き方の様式や正解（S8）」を挙げ
る学生がいた。このことから、学生 S5 が指摘するようにフィードバックする時
間を設けるなどの工夫が必要であると考えられる。また、経験不足によって子ど

もの考えを予想することが困難であることを挙げる学生（S4）がいたが、この
点の難しさを感じている学生がいることが理解出来た。一方で、子どもの考えを

予想して授業を構想することの有用性を感じている学生もおり、今後も使って行

きたいと述べる学生（S4、S7）もいた。
全体を通してプロセスマップ（Ver.2）を作成することの意義を受け入れられ

ていたことから、課題の部分について今後の教員生活の中で解決していく、或い

は身につけるべきスキルとして捉えられたと考えられる。

最後に小野瀬・佐藤（2020）によるプロセスマップを使った実践（以下、「2020
実践」と記す）との相違である。2020 実践と本実践は、どちらも学生にとって
元になる学習指導案が存在していた。2020 実践では、プロセスマップに書き写
すという作業レベルでは「活動の流れ」の欄から書き進めることも可能であった。

書き慣れた書式に近いという意味では、学生にとってある意味での安心感があっ

たと思われる。しかし、プロセスマップ（Ver.2）では、構造上子どものもとも
との考えを想定し、それに呼応する形で教師の手立てを検討する必要がある。前

者より検討すべき内容の焦点化が図られる形となった。このことは、これまでの

学習指導案の書式に慣れた学生にとって「書き方が難しい」と感じられた理由に

つながったと考えられる。しかし、総合的に判断すれば、学生の有用感を引き出

すことにつながっていたという点において、本実践の有用性が示されたと判断で

きる。

附記

本研究で援用した理科教授・学習プロセスマップは、早稲田大学教育・総合科学学術院の
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佐藤寛之氏と共同開発したものである。また本研究は、JSPS 科研費 19K02713 の助成を受けた

ものである。
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資料２．アンケート結果

下線：プロセスマップ（Ver.2）の肯定的評価 網掛け：書式、書き方に言及しているもの

Q：教授・学習プロセスマップ（Ver.2）を用いた授業構想についての質問です。
番 問 1：実際に教授・学習プロセ 問 2：教授・学習プロセスマッ 問 3：自由に自身の考えたこと
号 スマップを書いてみてどのよ プを学生に理解させて，実践 などを記述してください。

うな感想を持ちましたか。 させるためのハードルは何が

ありますか。

S 学習指導案と同じ内容になって 授業作りで重要な考え方を説明 学習プロセスマップに難しさを

1 しまう部分があり、書き方があ した上で学習プロセスマップを 感じる部分もありましたが、理

っているのか戸惑う場面もあり 書くような流れにし、 マップ 解しうまく活用できれば、子ど

ましたが、子供がもともと持っ を書くときに意識すべき点を確 も主体の授業を作ることができ

ている知識を想定することで授 認する必要があると思います。 るようになると感じました。

業が組み立てやすくなり、また、（書き方があっているのかわか

授業作りをする上で大切にする らなくなるのを防ぐため。）

べき点を意識しやすくすること

ができると感じました。

S 本時案の内容を、略案として書 指導案のような書き方の大枠 プロセスマップは、本時案より

2 いているように感じた。 が、いまいちわからなかったの も分かりやすくかけるなと思い

で、どういうポイントで書くか ました。

が理解出来たらより書きやすく

なると思った。

S 指導案では学習活動や留意点を まず、授業で指導案の書き方を 以前やったことのある指導案で

3 メインに書いていたが、子ども 習い染みついているため、同時 の実践だったため、全体的に落

の学習活動やポイントを簡潔に に学習プロセスマップを利用す ち着いて出来ていたと思いまし

プロセスマップに書き起こすこ ると、何を書かなくてはいけな た。また、実践力もついていた

とで、見ただけで学習の流れが いのかが分からないと思いま からなのか、発問や子どもの発

把握できるなど、ポイントを忘 す。また、簡潔にわかりやすく 言を拾い上げる力がついている

れずに授業を進めていくことが まとめたいところですが、簡潔 なと感じました。ただ、出来る

出来ると感じました。 にまとめるところに難しさを感 ことが増えると、新たな課題が

じました。 目につきます。それは、自分自

子どもの学習活動でどのよう 身についてです。今は、勉強し

なところを留意するべきか、子 てから授業にのぞめているけれ

どもがどのような発言をするの ど、これからは思うように授業

か予想させるためにも、学習指 が出来ないと思うので、少しで

導案の作成の仕方を学ぶ前にプ も楽しませられて、みんなで深

ロセスマップを使用して練習さ められる授業を作れるように再

せることで指導案の書き方の改 度勉強して知識をより増やして

善や、考え方の改善が見られる いきたいなと思いました。

のではないかと思いました。

S 授業をどのように進めるかをい 最初は難しそうだな、何を書い 授業経験が少ない私にとって、

4 つもの指導案では中心に考えて ていいかわからないと感じた 実際の子どもの考えを丁寧に予

いた。子どものもともとあった が、他の先生方が書かれお手本 想することは難しかった。しか

考えや生活の中での経験をしっ を見たら書き方自体はあまり難 し、このようにプロセスマップ

かりと予想できていなかったと しくなかった。子どもたちが理 を用いて授業準備を行っていな

思う。プロセスマップを使うこ 科の授業を受けている様子をあ かったら、子どもたちを置いて

理科教授・学習プロセスマップの改良とその活用による理科授業デザイン支援
（小野瀬倫也）



- 42 -

『国士舘人文科学論集』第 3号（2022 年 2 月）

とによって子どもの考えがあら まり見たことがなかったため、 行ってしまう授業になっていた

かじめしっかりと考えられるた どのような意見が出るのか具体 と思う。子どもたちのもともと

め、学習問題を立てるまでの話 的に想像することが難しかっ の考えを考えることは、授業の

し合いや予想をする場面で子ど た。子どもたちを理解していな 流れを完璧に練ることよりも大

もたちに声をかけやすかった。 いとプロセスマップを作成でき 切であることにプロセスマップ

授業経験が少ない私にとっ ないなと感じた。(実践させる を用いた授業の後に気が付け

て、実際の子どもの考えを丁寧 ためのハードルがよくわからな た。これから先も使っていきた

に予想することは難しかった。 かったです…。意味わからない い。

しかし、授業の流れを完璧に練 こと書いていたらすみません このプロセスマップは他の教

ることよりも大切であることに …。) 科でも使えるのかなと思った。

プロセスマップを用いた授業の

後に気が付けた。これから先も

使っていきたい。

S 子どもの発言を分析してから、 教授・学習プロセスマップの意 初めて教授・学習プロセスマッ

5 それに必要な教師の手立てを考 義をしっかりと理解した上で、 プを作成してみて、指導案より

えられるところが授業を作る上 フィードバックする時間を設け も簡略的に授業の流れが分かる

で参考になりました。また、子 るとよいと考えました。プロセ 気がしました。この発問は、子

どもがどんな考えをするか、ど スマップを作成する、授業をす どものこの考えを基にするとい

んなことを疑問に思うのかとい る、振り返りをする、改善する うように、より子どもと教師の

う子どもの発言を予想する力が というサイクルを確立すると、 相互関係を理解できました。プ

不十分であると感じました。こ 授業力へと繋がると思います。 ロセスマップを使いこなせる

れからは、その力を身につけて、自分の課題が明確になり、子ど と、子どもが主体的に授業に取

子どもの気付きを基に授業を展 もの考えもつかめるのでフィー り組めて、学びたい知りたいと

開できるようにしたいです。 ドバックが欠かせないと思いま 感じるような楽しい授業が展開

す。 できると思いました。

S プロセスマップを最初に書くこ 「授業を考える」という考えか プロセスマップを書いてみて、

6 とによって、児童の視点から授 ら「児童の考えを考える」とい 改めて児童の考えが大切なのだ

業を考えることができるなと思 う考えにしなくてはならないと と思いました。同時に、実際に

いました。今まで、教師の立場 思います。私もそうですが、授 教師になったら児童理解が大切

からもっていきたい方向にいく 業を考えようとすると、教師の になってくるのだなと思いまし

ように授業を考えていました 視点から、こうもっていきたい、た。 児童主体の授業を作りた

が、それだと児童の考えや反応 だからこうしようというように いと思うと、どこまでヒントを

にもれがあったりそういかなか なってしまいます。ですが、プ 言っていいのか、どこまで誘導

ったときに修正するのが無理矢 ロセスマップを書くには、児童 するべきなのかわからくなりま

理になってしまいます。プロセ の考えをまず考え、それに合わ す。それも、私一人で授業を作

スマップを書いたからと言っ せて授業や評価を考えていくと ろうとしていたんだなと感じま

て、児童のことがすべてわかる いうことが必要だと思います。 した。児童に合わせて、児童の

わけではありませんが、やはり ことを理解しながら授業を一緒

授業は、児童のことを一番に考 に作っていかなきゃなと思いま

え児童と共に授業を作ることが す。実習で授業をして、考えて

大切なのだと思いました。 もうまくまとまらないし時間も

なくて、お世辞でも楽しい授業

とは言えない授業しかできなく

て、授業ってどうやるんだっけ
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と思っていたので、再確認出来

て良かったです。ありがとうご

ざいます。

S 実際に教授・学習プロセスマッ まず教授・学習プロセスマップ ４年生になってからみんなの模

7 プを書いてみて、教師の手立て を使う意義をしっかり説明する 擬授業を初めて見たのですが、

と子どもの考えとのつながりが ことが大切だと思います。教授 子どもへの声かけや学習活動が

わかりやすくなるなと感じまし ・学習プロセスマップを使うこ 工夫されていて、今までよりも

た。授業では教師の指導によっ とでどんなことが分かるのかを すごく成長しているなと感じま

て子どもの考えを正しい概念に しっかり説明しないと、教授・ した。ただ子どもに正しい科学

変化させることが重要なので、 学習プロセスマップを使う意味 概念を教えるだけでなく、それ

教授・学習プロセスマップを使 がなくなってしまうと思いま を教えるための工夫が大切であ

うことで教師の手立てと子ども す。また教授・学習プロセスマ り、人によって工夫の仕方も変

の活動や考えのつながりをわか ップを見ながら実際の授業を見 わってくると思いました。教授

りやすくすることができると思 ることで教授・学習プロセスマ ・学習プロセスマップは初めて

いました。 ップを使う目的が明確になると 書いたけれど、書くことによっ

思います。意義や目的を明確に てより教師がすべきことが分か

することで、実践する時に実践 りやすくなりました。今後も活

しやすくなると思いました。 用していきたいです。

S 第一に書き方や様式がつかめな 書き方の様式や正解、指導案と 新しいものとして面白かったで

8 かった。児童の考えの変化をわ の違い、このプロセスマップを す。ありがとうございました。

かりやすくすることに要点があ 書く意義や目的の三つだと思い

ることは理解でき、縦軸（時間）ます。

と横軸（考え、評価）はわかり 個人的にはこの様式である必

やすくみやすくなるが、どうし 要性も知りいです

ても指導案に引っ張られてしま

う点があり、そこから児童と教

師のやりとりを書いただけにな

ってしまったことが残念であっ

た。又、教師の活動における「評

価」というものがわかりにくく

感じた。今では人のものを見た

りして、これは教師の視点で、

指導案より、よりマクロに受け

取り、思考の流れに重きを置く

計画書だと認識している。そし

て、これを書くことは指導案と

は別視点でより深く授業を理解

することにつながると思ってい

る。もし、このプロセスマップ

が指導案がある前提ならば、指

導案の活動と照らし合わせられ

た物にした上で、児童と教師の

項目に分けず、思考の変化をさ

せる過程とそれに伴う学習内容

理科教授・学習プロセスマップの改良とその活用による理科授業デザイン支援
（小野瀬倫也）
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のみで十分な気がした。

S まず、授業に入る前の素朴な考 教授・学習プロセスマップとは 授業前に児童が持っている考え

9 えを記入するところがあるのが 何かをしっかり理解させる必要 と授業後に生まれた新たな考え

良いと思った。児童の既習事項 がある。 がとっても大事なんだと思っ

や生活経験から知っていること 学習指導案との違い。一個の た。理科という教科は今までの

の発言から始まり、１つ１つの 授業を例として見ながらみんな 生活経験の中から問いを見出し

学習活動で教師がどんな手立て で教授・学習プロセスマップを て学習していく教科だからこそ

をし、最終的にそれによってど 作り上げることでもっと用途と この教授・学習プロセスマップ

んな新しい考えが生まれる必要 書き方を理解できると思う。私 は他教科と比べて書きやすいと

があるのか、過程を記しやすく は多分用途を十分に発揮できな 感じた。

なっているものであった。私が かった。

作った教授・学習プロセスマッ

プは学習指導略案みたいになっ

てしまったが書き方をもっと理

解し、繰り返し書くことによっ

て授業内容や教師の手立て、何

を学ぶのかが明確な授業が作成

できる。

（おのせ りんや・教授）
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〔翻訳〕

メランヒトン『道徳哲学概要』(その3)
EPITOME PHILOSOPHIAE MORALIS REPETITA ANNO 1548

第1巻
LIBER PRIMUS

菱 刈 晃 夫

情念について

De AFFECTIBUS.

情念に関する教えは有益である。第一に、徳と情念との区別が認識されるため

に。次に、善い情念と悪い情念の源泉が考察されるために。第三に、ストア派の

誤りが論駁されるために。彼らはしばしば教会で多大な混乱を引き起こしている。

なぜなら以前より多くの狂乱した人々、そして再洗礼派はここのところ何年かす

べての情念が鼓舞されることを望んでいて、ほとんどストア派のようである。し

かしまず活動の場が考察されなければならない。すなわち人間の魂であり、さら

にその能力が区分されて、この器官とその活動に特有の個々の能力が何であるか

が見られねばならない。この〔情念と魂に関する〕教えはすべての生において必

要であり、すべての人々がこれを知らなければならない。次いで私たちが、情念

は欲求〔傾向〕であることを学んだ後、欲求の段階が区別されなければならない。

ところで三つに区分するのが慣例になっている。自然の欲求、感覚の欲求、理

性の欲求である。自然の欲求〔自然的欲求〕を人は食物や飲み物の欲求と名づけ

ていて、これらは血管による吸い上げである。そしてそこから胃の開口部で痛み

が生じ、それによって空腹が知られるようになる。次に感覚の欲求〔感覚的欲求〕

は二つある。触ること〔触覚〕に固有のもので、神経において全身に散らばって

いるが、すなわち快楽と苦痛である。他のものは動き〔運動〕であるが、認識に

続いて、心〔心臓〕に固有のものであり、ちょうど喜び、悲しみ、怒り、愛、憎

しみなど、恐れること、望むこと。最終の段階は、意志の欲求〔意志的欲求〕で

ある。というのも意志において、ちょうど心にあるように、追跡があり、もしく

は逃避があって、心と意志とのあいだにはある結び付きがあるから。しかし善き

情念もしくは邪悪な情念について私たちが語るとき、私たちは空腹や喉の渇きに

メランヒトン『道徳哲学概要』（その３）（菱刈晃夫）
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ついて話しているのではないし、これら筋肉に固有のものについてでもない。な

ぜならこれらは自然に固有のものであって、このように自然の中に作られてあっ

て、意図や、もしくは意志によって導かれるものではないから。ちょうど筋肉が

切れて痛みが必然的にあるように、この苦痛は意図や意志によって除かれるもの

ではないように。

しかし他のある種のものに関する議論があって、それはすなわち情念について

であり、心と意志に固有のものであり、それにはちょうど恐れ、希望、愛、憎し

み、喜び、悲しみ、憐れみ、怒りなどがある。これらの定義は次のように保持さ

れなければならない。情念とは、心〔心臓〕もしくは意志における動きであり、
．．．． ． ．． ．．．．．．．．．．．．．．．

認識に続き、それによって私たちは提示された事物に付き従うか、もしくは避け
．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．

逃れる。そして心の中で喜び、もしくは悲しみはおのおの他の情念を極致まで伴
．．． ．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

う。したがってすべての情念の中で特別で最高のものは喜びであり、これは心〔心
．

臓〕の中にあって生を促進し、悲しみは、生を破壊する。これはそのように神的

に作られている。なぜなら心臓には絨毛があって、これは悲しみにあって強く引

き締められ、自然の体液を干からびさせてしまい、精気を消滅させてしまうから。

これに対して喜びに際して絨毛は緊張を解かれ、精気はより豊富により輝くよう

に生じる。ところで生にもっとも近い栄養とは精気であり、これは燃える蒸気

(flammeus halitus)であり、これを血液から心臓は神秘的な力によって生み出すの
でだが、このよう神によって人間には心臓〔心〕が植え付けられているのである。

ところで心臓にはさまざまな運動があるが、弛緩と制限であり、動脈の脈拍に

作用する。それに続く病気であるが、それは動悸と呼ばれている。第三の種類は、
．．

その前のものから区別されるが、情念である。そしてガレノスは正しく述べてい

るが、情念も心臓の自然な運動であるが、それが適度なものである限りは、そう

である。情念の定義を紹介した後、その活動の場〔中心〕が明らかにされ、さら

に短くストア派のたわごとを論駁しよう。これは三重に間違っている。第一に、

彼らはすべての情念が見解〔臆見〕(opiniones)であると言う。第二に、彼らはす
べての情念が邪悪であると言う。第三に、彼らはこれが自然本性から取り除かれ

るべきであり、除去されうると言う。

情念は見解であるか

AN AFFECTUS, SINT OPINIONES.

簡単かつ明白な証明として、情念は見解ではない。

実体が異なるものは何であれ、それは現実に異なっているのであり、つまり、

異なった事物である。

『国士舘人文科学論集』第 3 号（2022年 2月）
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見解と情念とは実体において異なっている。

ゆえに異なる事物である。

小前提は一番よく知られている。というのも見解は認識する部分にあって、そ

れは脳に属している。しかし情念は心臓〔心〕にあることは明らかである。しか

し認識は、あるいは見解が先行していて、そのあるものは正しく、あるものは間

違いである。ちょうどソロンが息子の死に関する誤った話を聞いて、痛みによっ

て苦しめられ、その反対に誤りであることを知って、痛みが止んだように。なぜ

なら心の本性はそのようにあるのであって、認識によって事物が提示されると動

かされるのであって、それはたとえ真であろうとも、偽であろうとも、そうなの

である。そこから次のように言われる。知らざれば欲心なし(Ignoti nulla cupido)。
しかしそれにもかかわらず一方では事物の認識があり、他方では情念がある。こ

のように一方では事物を見るということがあり、他方では心における愛の情火が

ある。

第二の問い

DE SECUNDA QUAESTIONE.

すべての情念が独自に、もしくは自ら邪悪であるということはない。そうでは

なくあるものは善であり、これは自然本性において元の状態のまま〔堕落するこ

となく〕あったのであり、祝福されてあることであろう。そして天使の中ではそ

うあって、次のような証言が示す通りである。まずとくに人間について私たちは

話そう。神の法は人間に数々の情念を規定していて、確かに神は情念という道具

〔手段〕(instrumenta)を人間の中に植え付けた。したがって、ある善き情念が独
自にあることは極めて確かなことである。そしてこのような定義が保持されてき

ていく。善き情念は独自に存在していて、これは神の法と一致し、理性による正
．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．． ．．．．．．

しい判断とも調和する。ちょうど妻や子を愛したり、野蛮な悪行に怒ったり、友
．．．．．．．．．．

人の安全を喜んだり、罪のない人、とりわけ友人の災難に際して憐れみが引き起

こされたり、というように。

これに対して悪しき情念も独自のものとして存在し、これは神の法によって禁
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．

じられているし、あるいは正しい理性の判断によって有罪とされている。ちょう
．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

どカインもしくはサウルにおける嫉妬や、それに似たようなもので、罪なき者が

災難にあって喜ぶような、他人の不幸を喜ぶような気持ち (ἐπιχαιρεκακία)〔シャ
ーデンフロイデ〕のようなものである。

メランヒトン『道徳哲学概要』（その３）（菱刈晃夫）
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二つ目の議論

Secundum argumentum.

神によって作られたものは、善である。

情念(στοργή)は、自然本性の中に作られて〔植え付けられて〕いる。
したがって善である。

というのも親の中に子に対する燃えるような愛があることは明白である。これ

は確かに人間の中にある神の像と関係しているのを私たちは知っている。それゆ

えにそうした情念は人間の自然本性に植え込まれている。それによって子に対す

る、そして私たちに対する神の愛を思い出させるために。ちょうど真の愛によっ

て、私たちの空想によってではなく、私たちが子どもを愛するように、そのよう

に真の愛によって永遠の父は子を愛し、その災難の中で憐れまれた。

たとえもしストア派がこれを馬鹿げていると言い、どれほどこうした〔情念の〕

運動が神の本質(essentia)の中でもっとも優しいものであるか、私たちが十分に見
通していないにしても、それにもかかわらずそれは真であり、もっとも確かなこ

とである。なぜなら永遠の父ははっきりと次のように述べているから。これは私

の愛する子、私の心に適う者〔マタ 3, 17〕。つまり、子を注視するとき、真の極
めて激しい喜びに突き動かされるということである。同じく、私は主、あなたの

神、妬む神である〔出 20, 5〕。つまり、罪人のことを真に怒っているということ
である。すでに話したように、独自の善い情念があるということが極めて確かで

あるにしても、それにもかかわらず人間の自然本性が堕落した後には、すでに心

には多くのさまよう動きがあって、理性から逸脱している。そこから情念の強烈

な混乱が生じ、多くの元より邪悪な情念と善き情念が混ぜ合わされてしまうので

ある。同じくして善き情念は偶然にも邪悪なものとなってしまう。なぜなら秩序

によって支配されていないからである。その結果、多くの人々は神よりも、自分

の人生、自分の快楽をより多く愛するようになってしまう。

人間の自然本性の弱さを私たちが認識するために、こうしたさまざまな混乱が

考察され嘆かれねばならない。そして神からの助けと導きを冀おう。それは福音

の中に約束されている。まして天の父は、求める者に聖霊を与えてくださる〔ル

カ 11, 13〕。同じく、霊もまた同じよう、弱い私たちを助けてくださいます〔ロ
マ 8, 26〕。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に、恵みと嘆願の霊を注ぐ〔ゼ
カ 12, 10〕。続いてもう一度神の語りがたい善意を考慮しよう。これは神自身か
ら私たちに分け与えられていて、息子のために、私たちの胸の中に聖霊を解き放

つ。すべての情念を非難するように見える言説を説明することは、もはや容易で

ある。ちょうど、肉の思いは神に敵対し〔ロマ 8, 7〕。つまり、情念は自ら、あ
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るいは偶然に人間の中で邪悪なものとしてあり、これは神の言葉の光、神の前で

の恐れ、信仰や神への愛によって支配されていないのである。

三つ目の問い

すべての情念は自然本性から除去されるべきか

DE TERTIA QUAESTIONE :
An omnes affectus

ex natura tollendi sint ?

この問いに関しては、先行する答えから容易に判断される。というのも神から、

私たちの中に神の法と一致し調和する情念があるように、さらにそのあるものは

そのようなものとして神的な自然本性の中に植え付けられてあるよう、先に命じ

られていると言われているからである。ストルゲイ(στοργαί)として、そうした情
念が人間の自然本性から除去されてはならないし、できないことは明白である。

そういうわけで、ストア派のアパテイアが、ねつ造されたものであり、誤りであ

り却下されねばならないことは明白である。このことは神の法や、人間の自然本

性そのものの働きから論拠を得てくることで、詳細に説明される。そして法とは、

じつは確かに人間の自然本性の〔中に組み入れられたもの〕、人間の中にある神

の像の活動の記述である。もし堕落していなかったら、人間の自然本性はそのよ

うなものであったであろう。この中でこうした情念の正しい炎があったことであ

ろう。心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しな

さい〔マタ 22, 37〕。同じく、隣人を自分のように愛しなさい〔マタ 22, 39〕。そ
して処女から生まれた神の子において自然本性はそのようなものであった。また

この死すべき生においても、天における生の私たちのあいだでも自然本性はその

ようなものであり、今や再生した者の始まりにはそうした情念が、火花(scintillae)
のようにある。次いで自然学からも、動物において、空腹、渇きといった欲求が

なければならないことは明白であり、こうした欲求に向けて〔人体の〕器官は作

られている。そのうえ、人間においては悲しみ〔悲嘆〕は自然本性を破壊し、そ

の反対に生を保持するにはある種の喜びがある〔喜びは生の保持に繋がる〕。し

たがって人間から情念は決して除去されないし、されてはならない。次いでそう

したすべてのことはストア派のたわごとであり、情念を除去することに関しては、

もっとも空しい空想であり、うそであるということであり、神の法と自然とに相

反することになる。しかし私たちは善き情念が、心もしくは意志の運動であり、
．．．．． ．．．．．．．．．．．．．

神の法、あるいは正しい理性と一致し調和していることを知ろう。そしてこの情
．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

念は温められ、正しく導かれるべきで、その秩序の限界の内部で抑制されなけれ
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ばならない。ちょうどアブラハムが息子のイサクよりも神をより多く愛したよう

に。それに対して悪しき情念とは、神の法、もしくは正しい理性と敵対するもの
．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．

である。そしてこれらは抑制され、しつけられなければならない。パウロがこう
．．．

言うように。霊によって体の行いを殺すなら、あなたがたは生きます〔ロマ 8, 13〕。
ところで極めて賢明かつ明白に善い情念と悪い情念は、神の法から区別を取り入

れることで判別される。ところでどこから人間の中にこうした堕落がやって来た

のか、そしてこの死すべき自然本性の中で善い情念と悪い情念が存在するように

なったのか、それは教会の教えの中に伝えられているが、それについてはより長

い説明が必要とされる。

アリストテレスは何を考えていたのか

QUID SENSIT ARISTOTELES ?

善とは教会の教えによれば、神によって作られて秩序づけられたものであり、

ある目的に向けられている。これは、種もしくは個の保持を目標としている。し

たがって創世記 1 章ではこう言われている。神は、造ったすべてのものを御覧に
なった。それは極めて良かった〔創 1, 31〕。つまり、神自身によって秩序づけら
れていて、神の気に入り、善き目的のために定められている、ということである。

しかし天の教えなしの哲学は、次のように見なして誤ってしまう。つまり今や人

間の自然本性の中に、誤った欲求や死があって、そのように作られ秩序づけられ

ているように判断してしまうことである。それゆえにアリストテレスは、人間の

中に異なった情念が、あるものは理性と調和し、あるものはこれに抗う、とはい

えそれにもかかわらずすべての始まりには、自然の運動と、異なることのない動

きがあると判断するのである。

しかし教会の教えは区別を明らかにしていて、それは人間の自然本性に作られ

て秩序づけられている情念が何か、そして秩序づけられていない情念は何か、教

えてくれる。ところがアリストテレスはここでこうした区別を知ることはなく、

欲求の種を考察し、種に関するものは何か、空腹、渇き、痛みといった欲求は、

動物の中になければならない、と正しく考える。なぜならこうした運動は必要と

されるべき食物や飲み物へと駆り立て、自然本性を破壊するものは避けるように

駆り立てるからである。このように欲求の種について語るとき、心の中には喜び、

悲しみ、愛、恐れ、希望、怒り、憐れみがなければならないと彼は考えるのであ

り、その結果として求められるべき調和へと駆り立て、避けられるべきその反対

のものへと駆り立てる。そして、そうした欲求や情念が善き行いの拍車 (calcaria
bonarum actionum)となるように、そのように自然本性が作られていることは真
実である。ちょうど両親が、もし極めて強力な愛の力によって、保護されるべき
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子の世話に向けて駆り立てられることがなかったら、決してそうした骨折り〔苦

痛〕を教育において(in educatione)なしとげる〔甘受する〕ことはないように。
しかしそれから堕落が続いて生じ、その原因についてアリストテレスは知らな

いまま〔欲求や情念の〕種を保持し、人間の自然本性の中に情念はなければなら

ないと教えている。これはたとえ逸脱しているにしても、それにもかかわらず理

性によって確かな限界へと元の位置に引き戻されなければならない。なぜなら理

性は、どのような対象の中に欲求や情念がしっかりと留まらなければならないか

を示しているからである。ちょうど空腹について彼は、どのようなものが自然本

性にふさわしく、適度を確立するかを示している。そのようにして愛について、

怒りについて、憐れみについて彼は考える。たとえしばしばこれらが逸脱するに

しても、それにもかかわらず理性は限界を指示し、その限界の内に抑制されると

きには、情念は善いものであり、これを確かに彼は賢明にも中庸と名づけていて、

このように言っている。怒りは指揮官としてではなく、兵士として有用である
*1
。

というのも彼は動物において必然的に、そうした動きや欲求や情念がなければな

らないと考えているからであり、そうした種については真実であるから。しかし

理性的な自然本性においては理性によって制御されなければならない。したがっ

て政治的な法は段階を作り出し、情念が抑制され、外的な四肢に命令しないよう

にし、法に反して行動しないようにするが、理性によって手綱を引かれている。

ちょうど怒るアキレウスをパラスが引き止め、剣をさやから抜くことがないよう

にしたように。

さらに教会の教えにおいては良心に反する情念と行為との違いが伝えられてい

る。ここで意志は情念を抑制せず、知ることや志すことがこれらを許してしまう。

この区別の認識は非常に必要である。なぜならこれらの段階には無限の隔たりが

あるからであり、愛もしくは怒りによって点火させられて、良心に反することに

ふけるようになるからである。ちょうど最初の説教の中に神のおきてがあるよう

に、罪はあなたを求めるが、あなたはそれを治めなければならない〔創 4, 7〕。

どの〔魂の〕能力が導かれるのか

QUAE POTENTIAE REGI
POSSUNT ?

すべての生において多くの事柄を判定し、性向を支配するのに、魂とその能力

の段階について伝えられている教えを、どれほど小さなものでも、保持すること

は必要である。そして残りの部分の内に、どのような能力が自然に活動し、どの
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ような能力が自由に活動し、どのような能力が抑制され、どのような能力が導か

れるのか、考察されなければならない。したがってまず、理性的な最高の能力に

おいて意志は、自由を有するように、つまり、認識された事物を選択する、ある

いは選択する、あるいは行いを止める能力を持つように作られているということ

が、知られねばならない。しかしこの可能性は元の自然本性において多かれ少な

かれ制約されている。今や大きく弱っていて、さまざまに制約されているが、し

かしそれにもかかわらずあるものは〔根本的に〕残っていて、人間の意志の自由

に関する議論の中で言及されなければならないことになる。さらに意志の中には

駆動力に命令すべき可能性が残されていて、外的な四肢の動きに関して、その結

果、手に対して他者のものを奪うように、飲み物を口にもっていかないように、

と命令することができる。

次に、導かれることのできる能力には二つあるが、それは心の欲求(appetitiva)
と駆動力〔衝動〕 (locomotiva)である。ところでこれらの能力は異なる仕方で導
かれるが、さらに神は二種類の支配を人間の自然本性そのものに驚くべきことに

植え付けることで、この神の像そのものが想起され、私たちが規律と、心の正し

さとの区別を考えるように、目論まれている。駆動力は、奴隷や、愚鈍な者のよ

うに、たとえ善いもしくは悪い理由が示されていなくても従う。ちょうど意志が

目にそらすようにと命令するとき、理由が示されても、あるいは示されていなく

ても、駆動力は従う。しかし心は確信〔説得〕なしには従わない。つまり、何ら

かの善いことが示されることなくして、奴隷や、もしくは愚鈍な者のようには従

わないのであり、説得によって、知恵ある者や自由な市民のように、動くのであ

る。ちょうどウァッローのところに隠されて、アントニウスから自身が容赦され

るのを聞くまで、恐れを捨てることはなかったように。こうした服従は他の奴隷

的な者のものよりも優れているし、真の正しさの像であり、偽善者のものではな

い。

ところでこうした区別は考察されなければならない。どの能力が、どのように

して導かれるのかを私たちが知り、私たちが自身をそうした能力を導いていくこ

とへの配慮に駆り立てるために。パウロが言うように、自分の五体を義のための

道具として神に捧げなさい〔ロマ 6, 13〕。生なる〔植物的で活力的な〕ものと感
覚(vegetativa et sensus)は自然に活動するのであり、自ら意志に従うことはなく、
衝動によって支配されている。盗癖のある人間は、たとえ心の情欲を消し去るこ

とができなくても、それにもかかわらず駆動力を通じて手を引き止めることがで

きるし、しなければならない。神はこうした自由が人間の中に残り、規律が保持

されるのを望んでいる。そして駆動力の力、もしくは筋肉の力そのものが、こう

した自由の段階が人間の意志の中に残っていることの明らかな証となる。こうし

た諸力の支配は明白で分かりやすく、アリストテレスの分析に光をもたらしてい
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るが、それはニコマコス倫理学第一巻の終わりで語られている
*2
。

徳の定義について

DE DEFINITIONE VIRTUTIS.

哲学者たちのあいだ〔著作〕では徳に対して輝かしい名が与えられ、そこでは

正しく行われるべきことへの熱烈で急激な衝動が意味されているが、これはそれ

でも知恵によって導かれる。そしてこの優秀さは極めてまれであるので、したが

って預言者や使徒の話の中では徳の名にはほとんど言及されず、善行について述
．．

べることが通常であり、こうした呼称はより明白である。というのも正しい判断

と一致し調和する意志の行為を意味しているからである。これは、たとえ意志や

心の中に熱烈な衝動がなくても、理解され作用することが可能である。ちょうど、

アレクサンドロスがダリウスの娘をじっと見ることなく、たとえ心には情欲の炎

がないというわけではないにせよ、自らを抑制することができたように。

こうした名称について思い起こすことは、使徒たちが語るほうが、哲学者たち

が語るよりも、人間の弱さゆえに違うように語るのだと言うことを考えるのに、

有益である。しかし私たちは哲学のことに携わろう。そこでまずほとんど曖昧で

はない〔かなり明瞭な〕定義が学ばれねばならなない。それは自然本性そのもの

から得られるもので、若い人々でさえ理解できるものである。徳とは意志とその
．．．．．．．．

他の力の服従であり、正しい理性と一致し調和する。人間の自然本性は、その中
．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．

で知恵が輝き、神的な精神の中で規範と一致するように作られていて、それから

人は、この神的な規範に従うとき、正しく生きることになる。それゆえに神は自

らの精神にあるこれらの光線を私たちの内に注ぎ込んだ。というのも被造物の中

に、神は存在し、それはどのようなものかという証があることを欲したからであ

る。こうして私たちに神の判断について明示し、想起させているのである。次い

で、私たちの行いを導こうとしてさえいる。

しかしアリストテレスの定義においては、あの服従の様式が加えられている。

それには原因が記され、それが服従を導く。徳とは選択の習慣であり、賢い者が
．．．．．．．．．．． ．．．．

区別するように、正しい理性に従い、中庸の中に存する
*3
。

．．．．．．． ．．．．．．．． ．．．．．．．．．．

習慣(habitus)という名称は弁証法〔論理学〕もしくは芸術の事例から周知のも
のであろう。芸術家である画家は、習慣づけされていない〔訓練されていない〕

者よりも、より正しく確かに絵を描く。しかし私たちは、それでもでたらめに駆

り立てられてはならない、熱烈で急激な衝動を理解すべきである。それゆえに選
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択的習慣(habitus electivus)、もしくは προαιρετικόν と名づけるとき、服従を導く
原因が付加される。ところで προαίρεσις(プロアイレシス)、もしくは選択(electio)
は二つのものを含むが、それは精神における判断と、自由な賛同、もしくは意志

における選択である。無知による過失においては精神による尽力(mentis officium)
はない

*4
。それゆえに〔こういう場合〕自由選択によって行われた行為とは言わ

れない。真の強制においては意志が欠けている。それゆえに強制されて行う者は、

自由選択によって行うとは言われないのである。したがって善い行いの中には、

正しい判断、正しい判断に自由に従う意志が、群がり集まるのでなければならな

い。ところで外見は徳の行いのように見える多くの行いがあるが、しかし第二の

原因が欠けているか、あるいは何か一部分が活動していないため、たとえ外見で

は似たようなものであるにしても、すべての行いが徳の行いとは言われることは

ない。

さてアリストテレスは四つの段階を描いている。すなわち、一つは自然本性か

ら、もしくは φύσειその源泉からのもの。ちょうど、カトーは強者と言われるが、
なぜなら自然本性が強健であるからである。

一つは δόξᾳ 思いなし〔思考〕であり、つまり、見解〔予想・想像〕(opinione)
である。ちょうど、ブルートゥスはたくましいと見られるが、それは魂が説得に

よって捉えられているからである。

一つは βουλήσει 意志によるものであり、ちょうど、全くの見せかけであって
も、タラソは外見的にたくましく見えるように。

最後の段階は、これが本来の徳であるが、そこでは判断や意志が自由にさまよ

うことはないし、適所で一致・調和を選択する。

中庸について

DE MEDIETATE.

人間の行為における正しさは、自然法と意志の一致にあることは、自然によっ

て知られている。自然法とは神の光であり、人間の精神に植え付けられていて、

神的精神にある永遠の規範と調和する秩序を明らかにしている。したがってこの

ような徳の定義は十分かつ明確なものである。徳とは、正しい判断と一致し調和
．．． ．．．．．．．．．．．

する意志の服従である。アリストテレスの言葉の意味も全く同じである。しかし
．．．．．．．．．．

その服従をアリストテレスは、中間にあると言って表している。つまり、情念と

すべての運動を中庸へと連れ戻す〔至らせる〕ことである *5。
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こうした認識は極めて正しいものであり、自然学からもそう主張される。そこ

で自然では、すべての欲求と運動において中庸を愛することが見分けられる。ち

ょうど自然は、並外れて多い食物、そしてあまりにも少ない食物によって害され

てしまい、適度な食物によって維持され、並外れて多い運動、そしてあまりにも

少ない運動によって害されてしまい、適度な運動によって維持されるように
*6
。

このように情念において、それは行動の源泉なのだが、極端な〔過度の〕恐れ、

極端な勇気、極端な怒り、極端な寛容などは人間を傷つけてしまう。このように

して芸術家は中庸を求める。ちょうど、音楽が極端に高い声や極端に低い声を避

けるように。このように徳は中庸である、と賢明に考えられるわけである。そし

てここで数多くの考えがぴったりと合うことになる。何ものも度を過ごさずに

(Ne quid nimis.)。物事においてすべて適度がもっとも麗しい徳なのである。
したがって私たちはアリストテレスの教えにおいて、すべての人生の中で中庸

が愛され見つめられるべきであることについて、私たちが注意を促されていると

いうことを心に留めておこう。なぜなら徳は中間〔中央〕にあることを示してい

るからである。しかしその後には中間とはどのようなものなのか、という問いが

ある。というのも円においける中心のように、一つは不変的な中央であるから。

一つは可変的なもので、ちょうど、食物がある人には強く〔しっかりしていて〕、

ある人には弱く〔物足りない〕思われるように。というわけでここそこでアリス

トテレスは中間を区別している。

ところで比例に関する算術と幾何学の教えはよく知られている。そこではこう

言われている。一つは算術のアナロジー〔比率〕であり、一つは幾何学のそれで

ある。算術の比率とは、3 もしくはそれ以上の数を配置すると、区別して平等が
維持されるというもので、ちょうど 3、5、7、9 というようなものである。ここ
での数は個別に 2 ずつ隔たっている。それに対して幾何学の比率は、区別ではな
く、均整の平等が維持されるというもので、ちょうど 9 と 3 の関係が、12 と 4
の関係と同じようにあるというものである。なぜならこの二つには三倍の比率で

あるから。

こうした子ども向けの教えはすべての人々がもっとも知っていなければならな

いものである。そしてしばしば教養ある人々はこの区別をからかう。ちょうど、

ユリウス・カエサルが人物を配慮することなく市民の能力を平等に分割し、平等

な数に最下と最上とした場合のように。これは算術的な比率による平等性である。

もし元老院議員を最下の市民よりも、より多くしたなら、これは幾何学的な比率

ということになるであろう。このことを私は引用するのだが、それはプラトンと

イソクラテスが述べていることで、国家においては幾何学的な公平性が維持され
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るべきである。

このようにしてパウロのコリントの信徒への手紙二 8 章 13 節以下では幾何学
的な公平性が整えられたアナロジーと理解されていて、このように述べている。

公平にするために。すなわち算術的なものではなく、幾何学的な公平であり、そ

れは確かに自発的な伝達によってであり、新しい政治的な法によるものではない。

つまり、指導者は何か市民たちよりも、より維持されるべきであるということで

ある。

そしてほとんどの徳においてはそうした不変の中央が求められるのてばなく、

他の幅の広い、すなわち幾何学的な中央が求められていて、これはさまざまな事

情によっていろいろであるということになるので、そういうわけであるものはあ

る人にとってふさわしいということになる。アリストテレスはテキストの中で述

べている。中央〔中庸〕は私たちとの関係から得られる、つまり、状況から私た

ちにふさわしいかを私たちは判断する、と。強い人と弱い人における中庸

(temperantia)は同じ中央〔中間〕(medietas)ではない。
ストア派のやり方に従ってある一つの段階〔度合〕が求められることないよう

に、こうした相違を考慮することは人間の生の数々の活動において必要である。

ヨセフ、洗礼者、ペトロは純潔であるが、それにもかかわらず純潔の度合は人そ

れぞれである。しかし今まですべて原理的な規範と一致している。すなわち、抑

制は良心に反する欲望によって解放されることはなく、この規範の内に留まる限

りは、たとえ度合は異なっていても、彼らは純潔である。こうした法律家は、ἐν
πλάτει幅をもって公平性を求めると言う。
こうした子どものための忠告〔初等教育的な教え〕は、迷信や、極端な解放に

よって、判断が損なわれてしまわないようにするために必要である。したがって

若い人々はこの場所で中央〔中間・中庸〕について私たちに向けて述べられたこ

とを覚えておくようにしよう。そして確かに賢者が判断するように、こう付加さ

れる。つまり、賢明で経験ある人間が状況にふさわしいと判断するような形で、

この中庸は保持されるべきである。なぜなら規範がだれかの空想であると望むの

ではなく、芸術家の判断であることを望むからである。つまり、それについて判

断する、そうした物事〔事物〕res の源泉を認識するということであり、次のフ
ォキュリデスの言葉の通りである。あなたは知識をもたない人々の判断に何事も

任せてはならない。同様に、プラトンも言う。正しく判断されるためには知識に

よって判断されるべきであって、数によるべきではない
*7
。同じく、人は芸術を

学習するというよりも、練習する。同じく、建築家は、大工の仕事から成し遂げ

られるのではない。同じく、騎手は馬に乗ることを学ぶ。無知な者は、何も学ば
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ない。これらはすべて芸術家のように判断しなさい、と忠告しているのである。

プラトンの立場

LOCUS PLATONIS.

プラトンの『法律』第 6 巻の優れた言説を付け加えよう。そこで二つの公平性
について言及されているが、幾何学的な公平が見事に讃えられている。なぜなら

多くの徳の中でも優位を占めていて、支配における善い政体、すなわち貴族政の

像であるからである。これがその言葉である。「たしかに「平等は友情を生む」

という古い諺は真実であって、まったく正しく、適切に語られています。しかし、

この友情を可能にする平等とはどういう平等なのかということがすこぶる不明で

あるために、それがわたしたちをすこぶる混乱させるのです」
*8
。

というのも公平性には二つあって、たとえ名称は同じでも、それにもかかわら

ず多くの事柄において対立しているからである。一つは確かにすべての者が理解

しているのだが、量の公平であり、重さや数によってどこででも分配するもので

ある。しかしだれにとってももっとも正しく最善の公平性を把握するのは容易で

はない。というのもそれは神の判断であり、人間にはわずかしか与えられていな

いから。しかし与えられている限りにおいて、国家や個人にあらゆる善がもたら

される。確かに秀でた者にはより多く、劣った者にはより少なく、だれにも自分

の自然本性に応じたものを与えるのだが、徳に勝る者は、より大きな名誉を与え

る。反対により劣った者に応じてより少なく、個人には釣合に応じて与える。そ

してこれは市民的な正しさであり、私たちは市民的な秩序の中でこれを求め、か

つこれに配慮しなければならない。〔求められ配慮されるべきは〕少数の支配者、

あるいは一人、あるいは群衆の政治力ではない。こうした正しさが国家には役立

てられねばならない。これは個人に、もし動乱によって悩まされるのを欲しない

なら、それぞれにふさわしい同等な〔公平な〕ものを与えてくれる
*9
。

徳の区分もしくは配分

DIVISIO DISTRIBUTIO
VIRTUTUM.

全人生の中でこうした助言はいつも視野に置いておこう。徳に関する教えは必

ず認識されなければならず、それは人間の生が導かれるようになるためだけでな
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く、神がどのようなものか、明らかにされるようになるためである。神がどのよ

うなものかは、すべての祈りにおいて心に留められねばならない。というのも私

たちは神を腕で包む〔理解する〕のではなく、その実態は不可視のものであるの

で、精神によってこれを見つめ、次のような本性について私たちが語っているの

だということを考える。つまり、どこで神は自らを現し、どのように自らを明ら

かにし、そして他のすべての本性からどういった特質によって区別されることを

望んでいるのか〔こうした神の本性について私たちは語り考えている〕。それゆ

えに徳に関する教えや、十戒から、そうしたものを列挙して集めることは、極め

て正しい。この中に神はその意志を表し、もっとも知恵ある秩序によって徳を区

分している。それは私たちがどのようにあってほしいかを教えるためだけではな

く、自身がどのようにあって、人間がその像に向けて作られていることを、私た

ちに思い起こさせるためである。したがって十戒から徳の区分が極めて正しく得

られるのであり、その最初の板では、直接的に神に関する徳を語っている。二番

目の板では、直接的に人間に関することを語っているが、それでもこれそのもの

は次の目的に向けられねばならない。つまり神にとって人間の服従〔従順〕が明

らかにされるということである。

列挙

Enumeratio.

しかし哲学者たちは第一の板の徳に関して非常に少ししか述べていない。なぜ

なら、たとえ私たちと共に何か法〔律法〕の知識が生じているとはいえ、そして

理性は自然の中に神に関する数多くの証を見るとはいえ、それにもかかわらず大

きな混乱や神に関する臆見があり、神意について忌むべき疑念があり、どこであ

れ精神は福音の光によって導かれてはいないからである。そして哲学はただ法〔律

法〕の教えであるので、福音の約束については無知であり、信仰に関しては何も

言うことはできない。この信仰によって人間は子〔イエス〕ゆえに神によって受

け入れられるのである。また神の援助への希望や、祈りについても〔哲学は何も

言えない〕。こうした徳の教えはただ福音の声の中でのみ明らかにされている。

哲学の教えと福音の教えとを区別するために、こうしたことを思い出させるの

は学習者には必要なことである。たとえ異教徒たちが宗教や神への敬虔について

言及するにしても、それは人間の理性によって、福音の光なしに、神に帰するよ

うな畏敬のみを理解している。つまり、宗教とは畏敬〔敬意〕(reverentia)であり、
それによって理性は神が、永遠の精神が、世界の形成者が、個々の種の愛育者が、

善が、正義が、純潔が、悪行の処罰者が、それぞれの種が保持されるように、存

在しているのだということを強めるような畏敬である。そしてその結果として服
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従があること、さらに外的な儀式による告白が示されるべきである、と判断する。

これは哲学によるもの〔哲学的宗教〕であり、証明によって明らかにされるも

のであるが、それでもこの理性自身による見解は、狂ったように除去されるか台

無しにされてしまう。エピクロス派はそのまま持ち上げ、他の者は神性や目的な

しの崇拝をでっちあげ、こうした儀式が神の怒りをなだめると夢想し、かなり大

きな人生上の善を獲得すると空想するのである。

これらは誤った見解であり、そこから生じた堕落した儀式〔慣例〕を私たちは

放棄し、徳の中に数えないようにしよう。次いで第一の板にある真の徳の名称と

定義とを視野に収めておくことはまさに必要であり、これについては福音が告げ

ている。第一の戒めの後に、信仰、これは真の神の知識〔真に神を知ること〕だ

が、神への恐れ、和解への信頼という信仰、愛、希望、寛容が続く。第二の戒め

の後に、祈り、挨拶、告白、恵みの行為が続く。第三の後に、福音への奉仕の、

学習の教えの、神的な儀式の保持が続く。しかししばしば云われているように、

人間の自然本性には何らかの法の知識が残っていて、再生していない者にも残っ

ている。その限りで、十戒の戒めにとってもっとも学識ある証明があることが知

られなければならない。

第一の証明

Prima :

自然の中では結果はそれ自体の原因にかかっている。そして原因の要求に従

わないとき、結果はなくなる。ちょうど赤ん坊が母胎の中で、時が来る前に小

束を引きちぎれば、亡くなってしまうように〔原因と結果とは結び付いてい

る〕。このように認知的な作用は、それ自体の原因にかかっていて、それと一

致し調和しなければならない。そうでないものは絆を引きちぎることになる。

最初の原因から放棄されてしまったものは、消滅してしまう。

人間は神による結果である。

ゆえに神と一致し調和しなければならない。そうでない場合には絆は砕かれ

てしまう。

第二の証明

Secunda :

像は原型と一致し調和しなければならない。

人間は神の像となるように作られている。古い詩にも言われているように、

それぞれが小さな像の中で神の写し〔例〕なのだ。
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ゆえに神と一致し調和しなければならない。

第三のもっとも明確で堅固な証明

Tertia clarissima et firmissima :

人間の自然本性は、とくに神の認識に向けて作られている。神の認識におい

てそれに従い、自然のすべての法に従うようになるために。なぜならこの神へ

の服従と認識は人間にとって固有の行いであるから。そして私たちはこれが人

間の特別の行いであり、必要な業であることを知るようになり、良心による判

断という牢獄と明らかな罰が付加されることになるが、それは恐るべき悪行に

続くものである。

ゆえに神はこの服従を教えているのであり、従わない者には罰が下るのであ

る。神に従うことは必要なのである。

第二の板の徳

VIRTUTES SECUNDAE TABULAE

第二の板ではまず支配〔管理〕が定められていて、それによって人間は人間に

よって導かれることになる。この支配の源泉は、両親の指導にある。ゆえにこの

板における最初の徳は、支配する者と支配される者における、普遍的な正しさで

ある。しかし普遍的正しさとは、すべての法に従う〔一致した〕服従である。支
．．．．．．．．．．． ．．．．．．．． ．．．． ．．．．．

配者はこのすべてにおいて下の者たちに義務があるのだが、それは彼らを十戒の

すべての法に従って導くことである。反対に舌の者たちはすべての法に従って服

従を示さなければならない。

ところでここに明確な証明がある。

人間の自然本性は社会〔共同体〕に向けて作られている。

ゆえに支配の秩序が存在すること、社会を混乱させるすべてのことが回避さ

れることは必要である。ところで命令不服従は混乱を引き起こす。

それゆえに服従は必要である。

さて第四の戒めには、親に対する情愛、そして子に対する情愛があり、これらは

二つとも正しさの種類になる。同じくお互いの間での夫婦の正しさがある。これ

についてはとりわけピュタゴラスの見解が覚えておくに値する。これをアリスト

テレスは『経済学』の中で引用している。すなわち、夫は妻に対して善行と優し

さという義務を負っている。なぜならその婚約者は、嘆願者として、祭壇へ委ね
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られるから。本当にこの嘆願者の権利は考慮されねばならない。弱い者は、彼と

共に最高法によって進められないように、と願うが、もっとも美しい像はキリス

トと教会との婚姻である。教会は祭壇へとキリストへと導かれてゆき、自らに保

護を受け取り、その前で祭壇へひれ伏し、つまり、永遠の父の前でひれ伏すので

ある。

個別的な正しさとは、各自に各自のものを配分する徳である。
．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．

これは次の三つの戒めを含んでいる。殺してはならない、姦淫してはならない。

盗んではならない。そしてこの証明は明確である。

自然の中にあるものは何でも、可能である限り、自然本性の傾向によって自

らの種を保持しようと努力する。ちょうど植物や動物の中に種子があるよう

に。

不正な殺害、婚姻の混乱、強奪による不正な蓄えは種を破壊する。

ゆえにこうした悪を避けることは必要である。

さらに第五の戒めには寛容が属しているが、これは徳であって、怒りを抑え、正

しさに反することをしないようにする。第六の戒めには貞節が属しているが、こ

れは徳であって、神から禁止されているすべての混合を避けるようにする。この

証明はどこかで部分的に知られている。

自然の秩序は神的なものであり、それには従わなければならない。

ところで秩序は神的であり不変である。それは実り豊かなこの中で、男と女

の婚姻があって、この共同体が破壊されないようにするためである。

ゆえに子を産むことは必要である。

しかしこの証明によっては、すべての悪行や混乱がこの秩序を妨げていることに

は十分明確ではないので、さらに神は人間の堕落以前に楽園ではっきりした声で、

合法的な婚姻からは外れるすべての混合を禁止しているが、それはこの言葉で定

めている。二人は一体となる〔詩 2, 24〕。つまり、一人の男、一人の女、これら
の不可分の結合である。

それゆえに、この戒めは楽園において堕落の前でさえ明確にあったということ

が、入念に注目されなければならない。というのも神は元の状態の自然において

でさえ、この秩序によってこれらが従っているのが明らかにされるのを望んでい

るからである。

反対に次のこともまたとくに注目されねばならない。それは徳に関する普遍的

な教えが人類に伝えられているということであり、それは神がどのようなものか
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考察されるためであり、つまり、次のことは正しいのである。人を見ることなく

(προσωποληψία)すべての者にとって神は平等である。神はすべての者において
罪によって恐ろしいほどに怒り、子〔イエス〕に救いを求める者のすべてを引き

受ける。神は真実を伝え純潔である。それはすべての偽りで汚れた自然から区別

されるためである。

したがってこうした区別の理解があるようにと、神はこうした徳の知識が人類

の中で輝くのを欲している。たとえ私たちは神を、身体の塊のように、腕で捉え

ることができなくとも、神は精神によって見つめられ、その真の特質によって他

の自然本性とは区別される。神は全能で、知恵あり、真実で、善で、正しく、純

潔で、最高に自由で、審判者なのである。そして日々祈りにおいてこうした特質

は考慮されなければならない。私は全能なる、永遠の、生きる神、私たちの主イ

エス・キリストの永遠なる父なるあなたに祈ります。計り知れない善意によって

あなたは自らを明らかにし、あなたの息子、私たちの主イエス・キリストについ

て叫びました。これに聞け〔マタ 17, 5〕。天、地、人間、そしてあなたの教会の
造り主、保護者、援助者、蘇生者、私たちの主であるあなたの子、イエス・キリ

スト、そして聖霊と一つの者、賢く、善く、真実で、正しく、純潔で、最高に自

由で、憐れみある、私たちを真に愛し聞いてくださる、あなたの教会の見張人よ、

あなたの子、私たちの主イエス・キリストのゆえに私たちを憐れんでください。

あなたは私たちのために、仲介者そして助力者として、犠牲になるのを望まれま

した。そしてあなたの聖霊によって私たちを聖別してくださり等。

第八の戒めには真実もしくは正直〔事実との一致〕という徳が属しているが、

これはつまり、意志におけるある種の堅固さ、もしくは確かな選択(προαίρεσις)、
優れた見解との一致、事実と共にある話や功績、過ち、厚顔無恥、あるいはひと

つは感じひとつは示すものを傷つけようとする欲望によってではない、そうした

徳である。

なぜこの徳が必要であるかという明らかな証明がある。

第一

Prima :

なぜなら神と理性的な被造物は、事物を理解するようにあるから。

それからところで、事物がそのようにあるように理解がされるとき、事物の

認識があることになる。

したがって真実は必要である。なぜならそのように事物があるように事物の

認識と開示があるから。
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第二

Secunda :

真理を取り除くことは、生を混乱させ壊滅させることである。ちょうどもし

毒物が薬であると〔間違って〕学ばれるなら、もし数字や、契約や判断の中

に誤りが混ざっていれば、生は混乱させられてしまう。

したがって真実は必要である。

ここで私たちがしばしば教え込んできた忠告がとくに繰り返されなければならな

い。それゆえに神は人類に徳の認識を与えたのだが、それは自身がどのようなも

のであるかを教えるためであり、私たちの精神と意志とが自身と一致し調和する

のを欲しているからであり、私たちに真実であることを命じている。それは極め

て堅固に神自身が真実であると私たちが決心するためであり、その言葉が、あた

かもエリスのりんごのように、あるいはスピンクスのなぞのように人間を覆うよ

うに、欺瞞あるいは曖昧ではなく決心するためであり、神の脅しは、愚か者をど

のようなふうであれ誘うための空の幽霊でも、発せられた約束でもないことを決

心するためである。そうではなく神の声は、パウロが述べているように、不変の

ものである。しかし神は真実な方である〔ロマ 3, 4〕。
この見解は魂の中で強固にされ、その秩序によって神への畏怖、信仰、もしく

は信頼、そして免罪への希望が生じてくる。ダビデは確かに姦通に対する罰を恐

れ危惧していたが、しかし畏怖と信仰の段階が定められているのを知っていた。

次のように、罪が増したところには、恵みはなおいっそう満ち溢れました〔ロマ 5,
20〕。したがって彼は免罪を冀い、冀う者が受け入れられるのを、そして罰する
者が和らげられるようになるのを知っていた。

ここで再び定められ断言されねばならない。神は真実であるので、神において

は意志の矛盾は決してありえない。約束は普遍的であり、仲介者の下に救いを求

めて来るすべての者が受け入れられることを断言している。したがって神の意志

に関する限り、すべての者に免罪が外からもたらされるということであるが、し

かしその中では他の意志が含まれていて、それは仲介者の下に救いを求めてくる

ある者を受け入れようとはしない、などと想像されてはならない。しかし極めて

強固に定められ〔決心され〕なければならない。神は真実であるので、神の意志

はそれのみであって、表された言葉の中に明らかにされていて、その中には矛盾

した意志はないのである。

徳の近くには真実がある。真の見解の中には堅実〔一貫性〕があり、これは真
．．．．．．．．．． ．．． ．．． ．．．．

理における不屈以外の何ものでもない。なぜなら不屈が状況において正しくない
．．．．．．．．．．．．．．．．．

というのは、醜く致命的な強情であるからである。こう言われている。過つは人
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の性なり。過りに留まり続けるのは悪魔的である。誠実も真実に近い徳である。
．．．．．．．．．．．．

ある程度は解釈の中で和らげられているが、不適切に、あるいは粗野に語られて
．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．． ．．．．．．．．．．．

いる。ちょうど寛容は正義に近い徳である、これは見られている者に対して(言
．． ．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．． ．

われているように )最高の法あるいは厳格になる。しかし堅実と誠実はこうした
．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．

証明によって理解され、これによって真理が教えられる。

このように正義に関連づけられるのは、慈善、親切、憐れみ、感謝、節度があ

る。なぜなら慈善、親切、憐れみは、正義と隣り合わせだから。というのも、た

とえふさわしくない人物に与えるにしても、それでもやはり種としてふさわしい

者に与えるのは、つまり、社会的共同体が、慈善、親切、そして憐れみなくして

保持されえないからである。しかし神に負うものは彼らに与えるというのは、も

っとはっきりと述べている。なぜなら神はこうした徳によって理解されるのを欲

しているからで、これは善意により近くへ近づくもので、それは私たち自身が次

のように書かれているようにあることを知るためである。憐れみは裁きに打ち勝

つのです〔ヤコ 2, 13〕。つまり、法の厳格さに。同じく、赦しなさい、そうすれ
ば、自分も赦される〔ルカ 6, 37〕。
そして憐れみの偉大さは主において明瞭な像によって記されている。主は奴隷

を大きな負債から赦しました。そして後に赦さない奴隷を罰しました〔マタ 18,
23-35〕。これは主自身において憐れみが卓越していることを私たちが理解するた
めであり、また私たちも同じく憐れみを自分で訓練するのを主は欲しているのを

理解するためである。とりわけ私たちの憐れみの奉仕において私たちの罪の認識

と、神からの贈与があることを主は欲している。こうあるように。憐れみ深い人

々は、幸いである。その人たちは憐れみを受ける〔マタ 5, 7〕。同じくニュッサ
のグレゴリウスもこう述べている。あなたが責めを感じるのなら、寛大に扱いな

さい。なぜなら憐れみは神からの憐れみで報われるのだから。

残りの証明は明白であって、人間の間での感謝がどのようにあるかである。

人類が守られるためには、平等は必要である。

感謝を取り除くことで、平等もなくなる。

ゆえに感謝は必要である。

同じく

Item :

原因と結果が結び付くことは必要である。

恩恵を施す者は、神にせよ人間にせよ、他の者の救いの原因である。

ゆえに救う者はこの結び付きを認識していなければならない。
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こうして神は人間の間に感謝を定めた。私たち自身もまた感謝のおかげであるこ

とを認識するために。

節度について

De Temperantia :

すべての自然は正しい秩序による自身の保持者である。

節度は生き物を守る。

ゆえに必要である。

勤勉もまた正義と関連しているが、これは職務において入念よりも優れた徳であ

る。もっとも最低のものは怠惰とおせっかい (πολυπραγμοσύνη)である。パウロ
はこれについてテサロニケの信徒への手紙一 4章で教えている〔一テサ 4, 10f.〕。
私たちが物事においてこれに秀でるように命じながら、熱心にこれに励むように、

と。私たちが平穏な生活を愛するようになり、正しいことを行うようになるため

である。さらにペトロは用心することを教えているが〔一ペト 4, 15〕、それは私
たちがおせっかいをしないようになるためであり、つまり、もの珍しくして私た

ちを他人の事柄に巻き込むことをしないようにするためである。

ここまで私は徳の区分について述べてきた。これらについては常にこの警告が

視野になければならない。十戒より徳の種類と秩序は極めて正しく取り入れられ

ているのである。次いでこの警告は必要である。ある徳は単純にすべての者にと

って必要である。他のものは不必要である。神の法の中に規則がある徳は必要で

あるのを私たちは知っている。これは私たちに関係するものであり、反対の悪徳

には神の怒りが告げられる、つまり威嚇があり、パウロがこれについてこう述べ

ている。これらの行いのゆえに、神の怒りは不従順の子らに下るのです〔エフェ 5,
6〕。
さて神の認識、恐れ、信仰、神への愛、信仰告白、親切な行い、祈り、果たす

べき仕事への配慮、儀式の遵守、これら神が定めたもの、両親や子どもへの愛

στοργή、当局への服従、隣人への正義、勤勉、真理、純潔、慎み深さ、節度、
慈善、温和、寛容は必要である。アキレウスやそれに似たような者たちのような、

これは英雄的な勇敢さは必要ではない
*10
。これはたとえ大きな飾りであるにせよ、

それでも神による特別の贈り物であり、私たちの努力によって獲得されるもので
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はない。こうした洗練された優雅さはすべての者にとってのものではない。
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〔教育実践報告〕

生徒参加実践としての学食改革

― 宝仙 Marchéの空間デザイン ―

坂 本 徳 雄

助 川 晃 洋

Ⅰ 参加の権利と実践

近代の子どもの発見と保護の必要から出発した子どもの権利の思想は、時代の

進展とともに、子どものとらえ方を、保護の客体から権利を行使して積極的に社

会に関与し、参加していく主体へと変えていった。児童の権利に関する条約（子

どもの権利条約）は、参加主体としての子どもをエンパワーし、多様な参加実践

の創造を促している（１）。そして今日では、各地の学校において、子どもが変革

的な意志を持ち、自分たちが過ごす環境の改善を学校側に要望し、その実現に向

けて、もちろん教師や関係者とともに、しかし大人に従属するのではなく、自ら

率先して動くという状況が見られる。その一つの優れた事例として、宝仙学園中

学・高等学校における学食改革の取り組みを挙げることができる。同校は、東京

都中野区に所在し、中高一貫の共学部理数インターと高校女子部の２部門を併設

している私学であり、2015 年４月に富士晴英校長と坂本徳雄副校長（＝本稿筆
頭著者）が着任して以来（富士は現在に至る、坂本は 2019 年３月まで）、生徒
主体の学校づくりを精力的に進めている。

Ⅱ 学食像の転換

宝仙学園中学・高等学校では、2012 年４月以降、いわゆる学食として、宝仙
食堂の営業を行ってきた。しかし業務委託先の経営不振に起因するメニューのマ

ンネリ化もあって、生徒数が増加しているにもかかわらず、利用者が減少の一途

を辿り、学園からの補助金を増額して値段の据え置きに努めたものの、事態は一

向に好転しなかった。こうした状況が続いていた 2016年４月２日の職員会議で、
生徒指導部の渋谷牧人教諭から次のような提案がなされ（当日配付資料「生徒支

援部会方針」より一部抜粋）、了承されている。

生徒参加実践としての学食改革（坂本徳雄・助川晃洋）
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「学食のメニューに生徒の意見を」という声が生徒から出ている。食堂、

生徒ホール全体について、食堂の環境改善と生徒ホールの自動販売機の中身

の精査を行う（高校生限定でカップラーメンを販売することを認めるか、そ

もそもどのような購買ニーズがあるか）。管理職とも相談の上、生徒の声を

取り入れたものにしていく。

そして学食改革の取り組みは、理数インター創立 10周年記念事業（2016年度）
と宝仙学園創立 90 周年記念事業（2017 ～ 18 年度）の両方に組み込まれたこと
で、いよいよ本格化していく。2018 年１月には新たな運営会社が選定されてい
る。２～３月には同社担当者、生徒会本部役員、入試広報部教員の三者協議を経

て、カフェテリアへのイメージチェンジと「お腹いっぱい食べたい」、「おいし

い」、「健康によい」といった生徒の希望や嗜好に合ったメニューの開発が進め

られている。４月 11日には開所式が行われている。同日の第 97回校長 Blog「宝
仙 Marchéのオープニングセレモニー」では、次のように述べられている（２）。

食堂業者が代わることになり、12日から、新しいスタッフとメニューで、
食堂がスタートすることになりました。

これを機に、名前を宝仙 Marché（マルシェ。フランス語で、市場という
意味です）に改めようと思います。

そもそも、食堂改め Marché や図書室という場所は、すべての生徒に開か
れている場であり、人や本との出会いの場であり、「知的で開放的な広場」

の象徴的な場になってほしいと、私は思ってきました。

もちろん、一朝一夕には成就しませんが、時間をかけて、創意工夫を重ね、

わくわく感のある場にしていこうと考えています。

そのためには、生徒の協力が必要です。

みんな、いろいろなアイデアを、広報室や図書室に持ち寄ってほしい。

その機運を盛り上げるために、わずかなおすそわけだけれど、今日は、試

食会です。

わいわいやりながら、学校を楽しくしていこう！

その後、宝仙 Marché は、二度の内装工事、サインディスプレイの設置、新し
いテーブルとイスの搬入、蛍光灯の交換、券売機の変更など、一連の施設整備を

経て、ランチを「食べる」場としてより一層充実したことはもちろん、「集う」、

「語らう」、「憩う」、「遊ぶ」、「学ぶ」といったことが可能な多目的スペースと

しても位置づけられた。2019 年１月８日には、新装公開を兼ねた２学期お疲れ
様＆新学期頑張ろう会が行われている。13 日の第 129 回生徒 Blog「宝仙 Marché
リニューアル！＆新年パーティー」では、次のように述べられている（３）。

こんにちは！生徒会執行部です！

なんと！冬休みに、宝仙 Marchéの内装がリニューアルしました！
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宝仙 Marché とは、食堂のことで、春から着々と、メニューや椅子・机な
どが進化してきました。

そして今回は！壁の一部がレンガ調になり、照明も調光のできるものに変

わりました！！

今までと雰囲気がかなり違います！

また、始業式の１月８日に、Marché にて、リニューアルのお披露目もか
ねた、パーティー部によるパーティーが開かれました！

有志の生徒たちによる出し物もあり、とてもにぎやかな会となりました。

これからも、宝仙 Marché は更なる生徒たちの憩いの場になるよう、進化
していきます！

よろしくお願いします！

感嘆符が多用され、高揚感が表現されていることからわかるように、食堂のリ

ニューアルについて、生徒からは好意的に受けとめられた。生活の場としてのア

メニティ（快適さ）の追求が、アクティビティの誘発につながった（つながって

いく）ものと考えられる。

Ⅲ エージェンシーとウェルビーイングの視点

DeSeCo や Education 2030 など、OECD が組織した国際的な教育改革プロジェ
クトを契機として、近年の我が国では、子どものエージェンシー（agency）（４）と
ウェルビーイング（well-being）（５）に注目が集まっている。エージェンシーは、
人間の属性、それも人間が行為する際の主体性、当該の行為を可能にする能力を

指す概念であり、行為（の）主体性、行為能力などと訳出することができる。ウ

ェルビーイングは、個人、事物、共同体における心地よい生、状態の良好性を表

す概念であり、福祉、福利、厚生、健康、（食）養生、幸福（度）、安寧等々、

文脈に応じて様々に意訳されている。そして上述した宝仙学園中学・高等学校の

取り組みは、生徒のエージェンシーが発揮され、彼／彼女らのウェルビーイング

が向上したケースとして意義づけることができるように思われる。しかしそう断

言するためには、関係する理論的な知見と実証的なデータを照合し、客観的に裏

づけることが必要である。今後の課題としたい。

注
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御茶の水書房、2010年

高橋勝『子ども・若者の自己形成空間 教育人間学の視線から』東信堂、2011年

長倉康彦『学校建築の変革 開かれた学校の設計・計画』彰国社、1993年

中西新太郎『若者は社会を変えられるか？』かもがわ出版、2019年

日高教・高校教育研究委員会編『高校生の自主活動と学校参加』旬報社、1998年

藤井茂樹・有本昌弘「中学校における自治活動を通したエージェンシー育成に関する一考察

－数学の授業における事例研究を通して－」『東北大学大学院教育学研究科研究年報』第

69集第１号、東北大学大学院教育学研究科、2020年 12月、pp.133-153.

堀井啓幸『現代学校教育入門 「教育環境」を問いなおす視点』教育出版、2003年

堀内守『原っぱとすみっこ 人間形成空間の構想』黎明書房、1980年
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生徒参加実践としての学食改革（坂本徳雄・助川晃洋）

オットー・フリードリッヒ・ボルノウ著、大塚惠一・池川健司・中村浩平訳『人間と空間』

せりか書房、1978年

増山均『余暇・遊び・文化の権利と子どもの自由世界－子どもの権利条約第三一条論－』青

踏社、2004年

山本謙治編著『日本で一番まっとうな学食 自由の森学園食生活部の軌跡』家の光協会、2010

年

以上に加えて、注（１）の拙稿の引用・参考文献を本研究でも活用した。ただし繰り返し

を避けるために、上掲のリストでは書誌情報を省略した。ご容赦願いたい。

執筆分担

ⅠとⅢは助川の単独、Ⅱは坂本と助川の共同による。

（さかもと とくお・教職支援アドバイザー）

（すけがわ あきひろ・教授）
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〔随筆〕

高校教員として漢文を教えてみて

中 村 隆 志

１．はじめに

今自分は国語科の非常勤になって二年目です。そして初年度がコロナ禍とぶつ

かりほぼイレギュラーな日程での授業を行いました。二年目は若干元の通りのス

ケジュールに戻ったとはいえ、行事等の日程変更や内容変更等がありました。

自分はまた国士舘大学大学院の学生でもあります。大学生時代、大場一央先生

の講義で漢文学の世界に魅了されました。今は漢文を読む同好会に参加していま

す。この会は週に一回 zoom 上で集まり、朱熹の『四書章句集注』をそれぞれ持
ち回りで読んでいます。講師の方は漢文の研究者で、参加者には大学生や大学院

生、大学の非常勤講師の先生、新聞社に勤めている方など、年代も二十歳前後か

ら五十代まで様々な人がいます。ここでは『四書章句集注』の本文を書き下して、

その内容について話し合います。白文を書き下し文にするというのは、漢文を決

められたように読むことよりも自分がどのように解釈したかが大事になります。

中学高校で習ってきた漢文と違い、自由な漢文を趣味として楽しんでいます。

その一方で、同好会での読書会を通して、自分が教師としても学習者としても未

熟であることを日々痛感し、至らなさを反省する毎日です。本稿では、大学院や

同好会の場での学びをふまえ、高校でどのような漢文の授業を行っているかにつ

いて記していきたいと思います。

２．授業クラスの様子

私自身は 2020 年 4 月に着任して以来、高校一年生の国語総合の古典、高校三
年生のスポーツクラスの古典を担当しました。

高校一年生は、漢文を中学で習ってはいるものの、知識にはばらつきがありま

した。返り点、置字、再読文字をしっかり覚えている生徒から、レ点についてお

ぼろげに覚えている生徒までいました。そういった背景のため、高校一年生では

訓読の基礎から授業を始めました。

『国士舘人文科学論集』第 3 号（2022年 2月）
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返り点が不安な生徒には、「レ点とはスキップのようなものであり、一点を踏

んだら強制的に二点へワープする」などゲームのような説明を心がけました。そ

の結果、ゲーム感覚で書き下しに挑戦してくれました。

漢文の授業ということで、興味なさそうに聞いている生徒もいますが、その一

方で小説好きの生徒は小話にくいついてくることもあります。私が担当した中で
こばなし

は、『史記』の項羽本紀を扱った時の「楚漢戦争」の経緯や「左遷」などの語源

について楽しんでいるようでした。

高校三年生は主にスポーツクラスの担当をしました。このクラスは、ほとんど

の生徒が推薦で進路を決めます。また、他クラスの古文から独立しているため、

知識よりも内容の楽しさを大事にしました。

将来警察になりたいという生徒が多かったため、孟子の性善説や荀子の性悪説

といった作品を選び、彼らの正義や信条について書いてもらう活動を増やしまし

た。性善説と性悪説の両方を読んだ感想を生徒に書いてもらうと、「性悪説は言

い過ぎだと思う」や「性善説も性悪説も勉強しろと言っていて嫌い」などの意見

がありましたが、中には「自分の部活動の顧問の先生が性悪説で行動していると

思う。」や「校則は性悪説で書かれていると思う。」といった意見もありました。

本来の意図からは外れるものの、生徒の身の回りと本文をリンクさせて考えられ

ていることに感心しました。

楚漢戦争を扱い項羽についての説明をしたとき、『キングダム』を愛読してい

る生徒が、話の中心人物である項羽は楚の国の大将軍項燕の孫であることに気づ

きました。また、楚の国の位置や秦にとっての最後の敵となる強国であることな

どを周りに解説してくれました。中には統一後始皇帝がすぐに亡くなってしまい、

秦も滅んでしまうというネタバレをされたと悲しむ生徒もいました。

授業で扱う文章が韓非子だと作中の登場人物である李斯との因縁の話ができま

す。また、同時代の話から生徒たちが当時の中国がどんな様子なのか世界観をイ

メージでき、その時のモラルなども理解するため、登場人物の行動理由や信条の

理解度も上がっている印象を受けました。『キングダム』は楚漢戦争の直前の戦

国時代を舞台に、秦の始皇帝の活躍を描いた作品です。教科書にも周辺の時代の

作品が載っていることが多いので、『キングダム』は現在、授業に生かしやすい

ものとなっています。

実際には授業で扱っていませんが、漫画の中で登場するもしくは登場予定の廉

頗・藺相如や荊軻の話も教科書に載っているので、こういった教材を扱うと生徒

からも喜ばれると思いました。また可能であれば漫画のそのエピソードを生徒に

読んでもらうことでさらなる深い学びが可能になると考えています。

高校教員として漢文を教えてみて（中村隆志）
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３．授業での取り組み――解説

試験も終わりあらためて自分の授業を見直してみると、授業前半で文法の解説

をし、後半で自作の返り点の穴埋めや、書き下し問題などのプリントをやっても

らっていました。アクティブな授業をあまりできてないなと我ながら思います。

実際に教えてみて気づいたことは、現代文の文章は「そして」などの効果を授業

内で解説する必要はそこまでありませんが、漢文となるとほぼゼロからの積み上

げなので「而」や「於」などを一つ一つ解説することが必要になります（学校に

もよると思いますが漢文を扱う授業は大体一年のうちでも限られているので、学

年が上がっても一度基礎から解説しなおしになります）。結果として、授業がル

ール説明に終始しがちでした。自分としては、大学で教わったようなまず内容を

読み解き、その魅力を話し、その後文法を解説するといった授業をしたかったの

ですが、そのような授業をするには自分が未熟で、確実に教えられる、試験の丸

付けのしやすい文法中心に逃げてしまったなと思いました。最近の古文の傾向と

して 2022 の共通テストでも文法の項目が減り、内容読解の問題が増えていたの
で、時代に合わせた授業をやりたいと思いました。

４．授業での取り組み―― iPadの活用

自分が学生の時代と大きく変わったことと言えば、基本的に教室には電子黒板

があり、教員と生徒に iPad が配布されていることです。そのため、授業中に細
かい解説をしたいときに、その場で関連する画像や、原文を検索して表示するこ

とができるようになりました。

例えば、教科書の再読文字の例文として「未嘗敗北。」が出てきたとき、この

出典である項羽本紀の前後の文を読むことでどういうシーンの言葉だったのかな

どの解説も、その場で iPad に表示した漢文を読みながらできるようになりまし
た。こういった場で白文を活用できるようになったのは、大学の授業や読書会で

勉強をしたおかげだと思います。

他に iPad があることで変わったこととしては、授業中分からない言葉や分か
らない文字について生徒がその場で調べることができるようになったことです。

例えば『韓非子』の「矛盾」に出てくる「鬻ぐ」という字など、複雑な字であり、

大きく板書する必要があったかと思いますが、 iPad によりこの字をどう書くの
かという質問が減りました。

授業で「鶏口となるも牛後となるなかれ」の言葉を残したとされる蘇秦の略歴

を紹介する際、死後拷問をされた話にも言及しました。その時は生徒がこぞって

iPad を用いて「車裂きの刑」などを調べだし、結果クラスの生徒が拷問の種類

『国士舘人文科学論集』第 3 号（2022年 2月）
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に詳しくなるということがありました。授業がわき道にそれると、 iPad がそれ
を加速させ、生徒がしばらく戻ってこないということもありました。

一方で、課題等で書き下しを求めるとその場で答えを調べて書き写すだけとい

う生徒も見られ、 iPadを活用する難しさも味わいました。
裏を返せば本文の内容について生徒がそれぞれ調べられるので発展課題等で本

文内容以上のことを聞くような活動はやりやすくなったかもしれません。同時に

iPad は写真撮影や映像等の作成も可能なためその機能を生かした授業もできる
と思います。

５．授業での取り組み――パワーポイントの利用

勤め始めた時期が、コロナ禍とぶつかり、初年度は６月まで学校が休校で、授

業が始まって夏休みまでは大学の校舎を利用して授業をすることになりました。

二年目は普通に高校の教室での授業でしたが、体調不良などの理由で休む生徒も

おり、オンライン授業になる可能性なども考えてパワーポイントを利用して授業

を進めていました。特にパワーポイントを用いた解説後の時間が有効かと考えて

います。解説後、パワーポイントの板書は表示したままであれば、生徒はノート

にとるため、その時間帯を活用して生徒がどの程度ノートを書いたか、どこで詰

まっているかなどが、机間巡視で確認しやすくなりました。授業と関係ないこと

をしている生徒に絡みに行くことも可能です。

ただある程度パワーポイントの制約に縛られるので、板書で授業を進めるほど

のフレキシブルさはないと思っています。数学の教員の中には生徒と授業のパワ

ーポイントを共有して授業を進めるという人もいました。オンラインで課題を出

す人もおり、生徒が空き時間に iPad を利用して課題を提出するという光景も見
られるようになりました。教員側も課題の確認が楽になったため宿題が多すぎて

困ると言った生徒の話も耳にします。

ただそれと同時に、 iPad があるおかげで便利になったことは多々ありますが、
今まで行われていたような単純な知識を聞くだけのような問いはその場で調べら

れてしまうので、課題の作り方にはさらなる工夫が必要であると考えます。昨今

言われている通り、情報を知っていることより、その情報をどのように扱うかが

重要になっているので、既存の知識伝達型の授業からの脱却が教員の側の課題に

なると感じています。

６．今後どのような授業が求められるか

自分が高校生のころ、古典（古文・漢文）という科目は主に授業で文法を扱い、

高校教員として漢文を教えてみて（中村隆志）



- 76 -

内容の面白さは教師が説明するような授業でした。おそらく、受験対策を念頭に

置いたものであり、読み方、解き方を説明する授業でした。その中で授業の楽し

みといえば教材にちなんだ豆知識の話でした。元から古典文学が好きだった自分

としてはもっと楽しい授業をうけたいと思っていました。

しかし実際に教壇に立ってみると知識ばかりの授業になる理由もわかりまし

た。現代文のように古文を読みこなせる生徒を自分の手で育てねばならないこと、

そしてその生徒を定期試験で評価しなければいけないこと、また受験、模試など

で一定の成果を上げられるように育てねばならないこと。これらのことを達成す

るにはやはり知識に偏るのも仕方がないということを知りました。

漢文の授業のコマ数はすくなく、教えるべきことは古典文法の知識に加え、漢

文の句法などの知識も必要です。教員側も現代文は好きだが古典は苦手という人

や、古文はいいけど漢文は苦手ということもあります。そして、成果を示す古典

の模試で古文漢文か、古文のみを選べる試験もあります。故に漢文に向かうモチ

ベーションの維持が難しくなっています。

しかし、サブカルチャーに目を向ければ、ライトノベル、漫画、アニメ、ゲー

ムで古典籍由来の作品は多数あり、クラスで四、五人は史記の始皇帝本紀の内容

について『キングダム』で予習し、自分よりも深い知識を持っている生徒もいま

す。

現状、漢文に対して苦手意識を持つ人が多く、時間が区切られた中でいかに楽

しい授業ができるかが自分の課題です。

また、指導要領や科目の改訂によって古典は「古典探求」に名前が変わります。

古典探求は古典を主体的に読み深めることを通して伝統と文化の基盤としての古

典の重要性を理解し、自分と自分を取り巻く社会にとっての古典の意義や価値に

ついて探究する資質・能力の育成を重視した科目です。

昨今、本屋に孫子のビジネス兵法のような本を見かけます。漢文教育で求めら

れるのはこのような知識の利用法だと思います。学んだことをどのように生活で

生かすのかを評価基準にするべきです。しかしこの先も、どう生かせたかを評価

できるのは授業点（平常点）で評価全体の２割程度であり、重視されるのはテス

トに対応できる知識のままでしょう。このあたりのギャップが今後の課題だと思

います。

この状況で漢文を愛する生徒をふやす方法は、いかにオタクとして布教できる

かにかかっていると思います。漢文が元ネタの漫画やアニメ、ゲームの話を生徒

と共有することで生涯の学びにつながる人も現れると思います。

（なかむら たかし・修士課程）

『国士舘人文科学論集』第 3 号（2022年 2月）
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〔自著紹介〕

石野裕子

『「大フィンランド」思想の誕生と

変遷―叙事詩カレワラと知識人―』

岩波書店 2012年

本書は、津田塾大学大学院国際関係学研究科に提出した博士論文「フィンラン

ドの国民国家形成と叙事詩カレワラ研究」を基にしたもので、私の初の単著であ

る。

カレワラ（Kalevala）という叙事詩はご存知だろうか。カレワラは口承で伝え
られてきた詩で、フィンランドがまだロシア帝国の一部であった 19 世紀半ばに
物語として編纂されたものである。話は世界の神話と同様に奇想天外なものであ

る。大気の処女イルマタルの膝に小鴨が卵を産み、その卵が割れると黄身が太陽

となって輝き、白身の上の方は月となって天地が創造されるところから物語は始

まる。そこに老人の姿で生まれた英雄で、かつ呪術使いでもあるヴァイナモイネ

ンが旅をする中で様々な人に出会う。なかでも有名なエピソードは「アイノの物

語」である。ヨウカハイネンという若者と呪術比べで勝利したヴァイナモイネン

は若者の妹アイノを嫁にする約束を取り付ける。しかし、アイノは嫌がり、最後

には入水し魚となってしまう。

このような神話的要素が濃い叙事詩カレワラがフィンランドの民族意識、さら

には国民国家形成に大きく貢献したといったら驚くだろうか。国民国家形成過程

で文化が用いられることはよくあることである。しかし、カレワラはフィンラン

ドの領土認識に影響を及ぼし、「大フィンランド」という膨張思想の根拠までな

ったとするアメリカの研究者の指摘に対してそれらの謎を解き明かそうとしたの

が本書である。具体的には文学研究、民俗学研究に止まらず歴史研究として実践

された学問としての「カレワラ研究」に注目し、神話が歴史として解釈されてい

く過程とフィンランドの国民国家形成過程で生じた諸問題との関係を考察した。

特に、独立以前の 19 世紀から「大フィンランド」思想が広がった独立期、第二
次世界大戦期、そして「大フィンランド」の夢が敗れた第二次世界大戦後といっ

た時代ごとに活躍した３人の研究者のカレワラ研究とそれらの社会的影響に注目

した。また、彼らが行ったカレワラ研究と「大フィンランド」思想とのつながり、

自著紹介
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とりわけカレワラ口承詩が多く採集されたカレリア地方に居住するカレリア人へ

の同族意識とのつながりを考察した。

このようなテーマに取り組んだきっかけはフィンランドの留学経験である。学

部 3 年次になんとなく１年間ボランティア留学したフィンランドで、ホームステ
ィ先の書棚に綺麗な装丁本の『カレワラ』があり、その奇想天外な物語に関心を

抱いた。また、カレワラが広く、そして深くフィンランド人に愛されていること

にも感銘した。帰国後、卒業論文でカレワラとフィンランドのナショナル・アイ

デンティティについて取り上げようとしたところ、日本語文献がほとんどなく、

なんとか見つけたのは先にあげたアメリカの研究者の研究書であった（William A.
Wilson, Folklore and Nationalism in Modern Finland, Bloomington: Indiana University
Press, 1976.）。この研究によると、独立直後と第二次世界大戦期にフィンランド
では実際に独立時の国境を超える「大フィンランド」を実現しようとする動きが

軍事的になされ、その根拠にカレワラが利用されたという。また、研究者らが率

先してその根拠となる研究を行ったという。同書を読んで衝撃を受けたのを今で

も思い出す。日本ではカレワラは平和的な叙事詩として紹介されていたからであ

る。先行研究が指摘したことを調べるには卒業論文では時間が足らず、最初は念

頭になかった大学院進学を考えるようになり（内定先の某企業でアルバイトして

いたのに！）、紆余曲折があり今に至るのだが、上述の先行研究の衝撃が私を研

究への道に導いたのである。

フィンランドというと現在では教育先進国、女性が活躍している国といった先

進的なイメージや北欧雑貨、ムーミンなどといった魅力的な文化を発信している

国というイメージで語られることが多いが、本書ではキラキラなフィンランドは

当然ながら一切出てこない。フィンランド人が自分たちは何者かという問いかけ

を独立以降も絶えることなく行っていく過程の中で、一つの文化的アイデンティ

ティの産物とされたカレワラをどう解釈していくかという研究者たちの格闘、換

言すると「フィンランド性」との知的格闘を本書で扱っている。また、彼らの格

闘の成果をみる社会の目は時代の影響によって変化したのであり、そこに「フィ

ンランド性」の変化も見られたのである。本書では単純にカレワラ研究と「大フ

ィンランド」という膨張主義が結びついたとする先行研究への批判を行いつつ、

先行研究が指摘した文化解釈と政治性についての私なりの解釈を提示できたと思

う。文化と政治の関係に関心がある方に是非読んでいただきたい。

なお、本書の表紙の絵は私が好きな画家アクセリ・ガッレン=カッレラの《ヴ
ァイナモイネンの出発》1906年である。

執筆者

石野裕子（いしの ゆうこ・准教授）
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伝統中国の文化に関する参考書：

『中国ジェンダー史研究入門』ほか

小 川 快 之

伝統中国の文化について研究するためには、中国の伝統社会が形成・発展した

時代とされる宋代から清代の文化史・社会史・法制史などについて知識を深め、

どのような関連史料が存在するかを把握し、それを読みこなすことが重要になっ

てくる。また、情報化社会の進展により、インターネットを活用した研究法にも

精通する必要がある。近年、こうした作業に役立つ書籍が次々に発刊されている

が、ここでは、その中から、筆者が共著者として執筆に携わった書籍と拙稿につ

いていくつか紹介してみたい。

小浜正子・下倉渉・佐々木愛・高嶋航・江上幸子編

『中国ジェンダー史研究入門』

京都大学学術出版会 2018年
ジェンダー史というと、近現代中国の研究が多く、

伝統中国についてはまだ検討されていない問題が多い。

本書は、初学者や隣接分野の研究者向けに、家族・労

働・ナショナリズム・身体など今日的な研究視点も網

羅しながら、中国ジェンダー史研究の全体像を初めて

紹介した画期的な書籍である。

本書の「Ⅱ期宋～明清」には、「伝統中国―ジェン

ダー規範の強化」と題して、生業・家族・身分などといった様々な視点から考察

した論考が収録されている。筆者が執筆した「コラム３宮廷女官とジェンダー」

では、従来あまり注目されていなかった宮廷女官の変遷について概観し、宋代の

宮廷女官には男装をして皇帝秘書官を務める者もいたが、明代になると宦官にそ

の役割を次第に奪われ、さらに満洲族が建てた清朝では明代までの女官制度を採

用しておらず、伝統中国と言っても、様々な要因により時代的な変化があったこ

となどについて述べた。

自著紹介
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山本英史編

『中国近世法制史料読解ハンドブック』

公益財団法人東洋文庫 2019年
宋代から清代の法制史や社会史を研究する際には、

正史などの基本史料以外に、裁判文書や地方志、碑刻

資料、契約文書など様々な史料も読解する必要がある。

しかしこうした史料は独特な書式で書かれたものも多

く、専門用語もしばしば見られ、初学者が読み解くの

は難しく、しかも今までそれを学ぶことができる網羅

的な手引書はほとんどなかった。

本書は、この分野の研究に親しんでもらうために、

初学者の手引書として編まれた書籍で、第一線の研究者が宋代から清代の基本的

な法制史料について、具体的に史料を用いて、書式や関連研究などにも触れつつ、

その読み解き方を解説したものである。市販はされていないが、東洋文庫リポジ

トリ（https://toyo-bunko.repo.nii.ac.jp/）で全文がインターネット公開されており、
簡単に原文を読むことができる。筆者が担当した「８碑刻資料、附：清代地方志

告示・禁令関係史料」では、主に伝統中国の地域社会における様々な悪習や社会

問題に対して出された地方官の告示や禁令など、主に社会生活に関わる石碑や地

方志の記事を取り上げて、悪習や社会問題の諸相についても解説した。

漢字文献情報処理研究会 千田大介・小島浩之編

『デジタル時代の中国学リファレンスマニュアル』

好文出版 2021年
中国前近代の基本史料については、近年は、その多

くがインターネット上で原文（写真版も含む）を見る

ことができ、語彙検索も簡単にできるようになってお

り、伝統中国の文化に関する研究のみならず、中国学

のあらゆる分野で、インターネットを使った研究法の

導入が進んでいる。本書は、そうした現状を踏まえて、

全体に関わる基礎的な知識、様々なテーマごとの活用

方法について具体的な事例を示しながら解説したもので、中国学研究者の必携の

書と言える。筆者は「裁判記録の専門用語をしらべる」とのテーマで、裁判記録

（判決文）を読む際の基礎知識の学び方や役立つ工具書を紹介し、さらに具体例

を示しながらインターネットの活用法について解説した。
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松永昌三・吉原健一郎・田村貞雄・栗田尚弥編

『郷土史大系：領域の歴史と国際関係（上）―前近代―』

朝倉書店 2021年
本書は最新の研究成果を踏まえて、日本の郷土史の各

テーマについて解説したシリーズの 1 冊で、前近代の日
本列島各領域の歴史的変遷と、海外地域との相互関係に

ついて取り上げている。筆者が担当した「国際関係 Ⅵ
中国：宋・元・明・清」では、中国の視点から日中交流

の歴史について概観している。鎌倉時代に南宋の五山十

刹制度が導入されたことはよく知られているが、南宋時

代に禅宗の政治的な利用や教団の官僚化が進められ、その一環として五山十刹制

度が導入されたことはあまり知られていない。拙文では、日中交流史を深く理解

するためには、その背景にあるこうした伝統中国の文化（政治なども含む）につ

いても深く理解する必要があるとの考えのもと、中国の視点からの概説を試みた。

（おがわ よしゆき・教授）

自著紹介
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鈴木江理子編著

『アンダーコロナの移民たち

―日本社会の脆弱性が

あらわれた場所』

明石書店 2021年

かつて送出し国であった日本が、外国人労働者受入れ国になって 30 年余り。
コロナによる国境封鎖で減少したとはいえ、2021 年 6 月末現在の在留外国人は
2,823,565 人、うち在留期間に制限のない者が 39.6 ％、就労に制限のない者を合
わせると 53.2 ％を占めている。在留外国人統計に含まれない正規滞在者や非正
規滞在者もこの社会で暮らしている。日本国籍を取得した元外国人や、「ダブル」

と呼ばれる移民／外国ルーツの出生日本人も増加しており、例えば、2019 年に
日本で出生した子どものうち、25 人に 1 人は少なくとも両親の一方が外国人で
ある。政府は「移民」という言葉の使用を忌避し、「移民政策ではない」という

見解を繰り返しているものの、日本はすでに「移民社会」である。そして、重要

なのは、言葉をめぐる論争ではなく、移民社会・日本の実態にふさわしい法制度

や環境が整備されているかということだ。

本書の目的は、「移民社会・日本」の実態を、アンダーコロナの「非日常」か

ら検証するとともに、移民／外国人の視点から「もうひとつの社会」に向けた課

題を考察することである。

非常時には、「日常」に隠された「不都合な真実」が可視化される。コロナ禍

において、移民／外国人は、マジョリティである日本人以上に様々な困難に直面

した――あるいは、今なお直面している――。まさにそれは、日常における彼／

彼女らの脆弱性ゆえである。

第Ⅰ部「脆弱性はいかに露呈したか」では、多様な移民／外国人――リーマン

ショックに続く「二回目の危機」に見舞われている日系南米人、仕事とともに住
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居まで失い、行き場をなくす移住労働者、構造的な社会的剥奪ゆえに追い込まれ

る技能実習生、「学べない、働けない、帰れない」留学生、学びとつながりの危

機にある移民／外国ルーツの子どもたち、今日を生き抜くことすら困難な状況に

陥っている仮放免者など――に注目し、平時の脆弱性から、コロナ禍における彼

／彼女らの困難を分析する。コロナ感染拡大という社会的危機に生み出された、

移民／外国人に対する差別や排除もまた、困難な状況を深刻化させている。

第Ⅱ部「脆弱性をどのように支えるか」では、国や自治体によるコロナ関連支

援策（「公助」）を検証するとともに、制度的・実質的にそこから漏れ落ちる移

民／外国人に対する支援活動（「共助」）を紹介する。日本社会の多文化化が進

むなかで、各地に誕生した市民団体やネットワークが、彼／彼女らの雇用や学び

を守り、命をつないでいる。まさに、市民社会の力である。だが、事態が長期化

するなかで、共助にも限界があり、公助の拡大を求める声をあげていくことも重

要である。

第Ⅲ部「『もうひとつの社会』に向けて」では、コロナ禍で明らかになった移

民／外国人政策――移動局面の出入国管理政策と居住局面の統合政策――の課題

を、諸外国の状況や国際人口移動の動向などもふまえて考察する。

前者の移民／外国人政策に関しては、2018 年 12 月、深刻な労働力不足に対応
するために、政府は出入国管理及び難民認定法を改定し（翌 19 年 4 月施行）、
新たな外国人労働者のフロントドアからの受入れへと舵を切った。しかしながら

依然として、数多の批判を受けている技能実習制度を存続させ、サイドドアから

の労働力調達手段として活用している。コロナ禍の移動制限は、国外の労働力供

給源に「依存」する制度のリスクを明らにすることになった。

後者の移民／外国人政策について移民統合政策指数（Migrant Integration Policy
Index: MIPEX）でみると、残念ながら、52か国中 34位という低い評価（2019年）
である。統合政策の不備が、彼／彼女らの脆弱性を生み出すしているともいえよ

う。統合政策は、移民／外国人の「自助」を高める機能をもつ。

人口減少・労働力不足が深刻化する日本は、今後、より多くの移民／外国人と

共に暮らし、働き、学ぶことになるであろう。移民／外国人を「弱者」にしてい

る社会の脆弱性を解消し、人種・民族・国籍にかかわらず、共に生きられる「も

うひとつの社会」を、一人ひとりが主体的に参画し、共につくっていく。アンダ

ーコロナの移民／外国人をめぐる状況を伝えることによって、本書がそのための

一助になれば幸いである。

執筆者

鈴木江理子（すずき えりこ・教授）
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B. グレトゥイゼン著
金子晴勇・菱刈晃夫訳

『哲学的人間学』

知泉書館 2021年

本書は、Bernhard Groethuysen : Philosophische Anthropologie, 1931. の全訳であ
る。翻訳の底本としては、1969 年の復刻版を用いた。ちなみに著者自身の手に
よって 1952年にはフランス語に翻訳され、翌年に出版されている。
グレトゥイゼンについては、すでにフランス語からの 4 冊の邦訳がある。『ブ

ルジョワ精神の起源 ― 教会とブルジョワジー ―』(野沢協訳、法政大学出版局、
1974年、原著 1927)、『フランス革命の哲学』(井上堯裕訳、法政大学出版局、1977
年、原著 1956)、『神話と肖像』(金井裕訳、国文社、1977 年、原著 1947)、『ジャ
ン=ジャック・ルソー』(小池健男訳、法政大学出版局、1978 年、原著 1949)。彼
はディルタイ門下の文化哲学者で、フランス啓蒙思想を主要な研究対象とした。

1880 年ベルリンに生まれ、ウィーン、ミュンヘン、ベルリンの各大学に学び、
特にディルタイから決定的な影響を受けた。1931 年にベルリン大学の教授とな
ったが、ナチス政権樹立後フランスに亡命し、ガリマール書店のスタッフとなり、

在野の学者として活動し、1946年に歿した。
ここに訳した『哲学的人間学』はベルリン大学教授時代の著作であり、『ブル

ジョワ精神の起源』に続く作品である。グレトゥイゼンのドイツ語著作からの初

訳であり、5 冊目に当たる。論述のスタイルからしても大学での講義ノートを基
とした作品である。わたしたち読者もしくは学生を、ディルタイ譲りの「生の哲

学」によって読み解いて解釈した原典へと誘うため、ここには本文の他にも膨大

な注記が含まれている。とりわけ出典箇所についての記載については、現代日本

にいるわたしたちの力量では多くの参照資料の出典を特定できないが、原著のニ

ュアンスを生かすためにも煩雑を承知のうえで、一行空けて区別しながら全部を
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訳出した。この注記の部分は本文に劣らず重要な内容がその出典箇所とともに提

供されているからである。

すでに『ブルジョワ精神の起源』のあとがきでも述べられているように、グレ

トゥイゼンが師ディルタイの教え(生の哲学)を、すぐれた思想史家としても自己
の仕事に血肉化した様子が、本書からも読み取れるであろう。とくに日本には哲

学的人間学の歴史研究があまりなされていないので、これからの個別研究に役立

つと文献として、参照していただければ幸いである。

ただし思想史研究においてもっとも重要なのは、言うまでもなく原典そのもの

の読解にある。近年では、そうした地道な努力が大学でも相当おろそかになって

きている。人文学の未来が大いに危惧されるが、本書がそうした潮流に少しでも

抗えればと願っている。以下に目次を掲げておく。

第１章 序論

第２章 プラトン

ソクラテスの姿

ソクラテスと人間たち

哲学的な生活

神話的人間

政治的人間

両方の人間学的類型

ソクラテス以後の登場人物

第３章 アリストテレス

類的存在としての人間

人間的な形態

人間的な生命の輪郭

人間と自然

生の訓練

人格性の問題

第４章 ローマ ‐ギリシア的生の哲学
新しい人間学的な立場

人格性

第５章 プロティノス

人間と魂

神話的な人間とその運命

第６章 アウグスティヌス

生きることへの意志
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意志の妨害

病める人間

人間の国

人間と世界

宗教的な人間

新しい人間類型

第７章 近代の人間学の基礎

人間の自己体験 ペトラルカ

ペトラルカ，ボッカチオ，ルネサンスの生命哲学

第８章 神話的人間 ――魂と世界
フィチーノとピーコ・デッラ・ミランドラ

ポンポナッツィ

ルネサンスの人間

神話的人間学の崩壊

虚構と現実性

補遺 フランスにおける神話的人間

第９章 宗教的人間

神話と信仰

ニコラウス・クザーヌス

パラケルスス

ルター

此岸と彼岸

宗教的なわたしとルネサンス人

第 10章 人文主義的な人間

エラスムス

モンテーニュ

自分自身への人間の逃避

第 11章 近代における人間学的な見方のさらなる形成に向けた展望

蛇足ながら本書が出版されるまで、およそ 10 年近くもの月日が経ってしまっ
た。ひとえに訳者(菱刈)の怠慢によるものであるが、このたび敬愛する金子晴勇
先生と共訳書が上梓できたのは感慨深い。『ルターの人間学』を読んで、本格的

に宗教改革期の教育思想研究に誘われた私にとって、およそ 35 年後に金子先生
との共訳書が、このような形になるとは夢にも思っていなかった。毎朝 5 時に起
床して最低でも 1 時間は翻訳をする、というライフスタイルを教えて頂いたのは
金子先生からであった。毎日地道に研究を継続し、それを文字にするという、研
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究者として当たり前の態度を、金子先生からは身をもって示して頂いた。今はメ

ランヒトンの『神学総覧』(Loci praecipui theologici, 1559)の全訳出版に取り組ん
でいる。メランヒトン思想の総まとめともいえる大作であるが、何とか早く完成

させたい。

翻訳者

菱刈晃夫（ひしかり てるお・教授）
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〔自著紹介〕

松野敏之

朱熹『小学』研究

汲古書院 2021年

近世の東アジアに大きな影響を与えた朱熹（1130～ 1200）は、学問を「小学」
しゆ き

「大学」に区分した。8歳から学ぶ「小学」と、15歳から学ぶ「大学」である。
朱熹の学問は、後世「朱子学」と呼ばれ、中国・日本・朝鮮・ベトナム等広範囲

の地域で学ばれた。これにより東アジアでは、学問に小学・大学という段階を設

けることが浸透していくようになる。

朱熹が小学を学ぶためのテキストとして編纂したのが『小学』である。日本で

も、江戸時代の藩校や書院、あるいは明治時代になってからも『小学』が教科書

として読まれた。ところが二十世紀以降の研究者たちは、『小学』に関心を向け

なくなった。

『小学』が注目されなくなった大きな理由の一つに著者問題がある。朱熹が亡

くなってから 500 年以上経った 17 世紀頃より、『小学』は朱熹が編纂したもの
ではなく、学友の劉清之に依頼して編纂させた書という見解が出てきた。実質的

な編纂者は劉清之であると言われるようになり、20 世紀以降はこれが通説かの
ようになった。『小学』が朱熹の編纂書でないとすれば、関心を向けられなくな

るのは仕方の無いことではある。

筆者は大学院生の頃、この著者問題が気になった。当時、通説とされていた『小

学』は劉清之の編纂書という見解を、学部生の頃は疑うことなくそうだと思い込

んでいた。大学院で原典の読み方や資料の扱い方を学び、自分である程度調べら

れるようになった頃、朱熹と劉清之がやりとりした書簡を確認してみた（現存す

るのは朱熹が劉清之に送った書簡 20 通）。どうも劉清之が『小学』を編纂した
ようには見えない。何故、劉清之の編纂という通説が繰り返されるのか不思議に

感じられた。論文として、『小学』は朱熹の意図が反映された朱熹の編纂書であ

ることをまとめた。『小学』の研究は、院生の頃の疑問と調査が出発点であった。

『国士舘人文科学論集』第 3 号（2022年 2月）
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ただ、まだこの時は『小学』の全貌は見えていなかった。他にも原典からの修

訂問題、朱熹自身の孝の問題など検討すべきことが多々現れてきた。16 年がか
かってしまったが、『小学』に関する問題を検討し、まとめたのが本書である。

『小学』という書籍にはいくつかの特徴があるが、特に編纂者の朱熹が意を注

いだのは、道理とそれに対応する故事を挙げたことである。人は「他人にやさし

くしなさい」という道理を教わっても、分かったつもりになるだけで実践できな

いことは多い。そのような時、人にやさしくするとはどういうことか、『論語』

ではそれを「自分がされたら嫌なことを人にはしない」と示しており、具体例を

挙げた方が実感しやすい。

『小学』の例で言えば、仕事に取り組む姿勢として「欺くなかれ」という道理

が示される。仕事において誤魔化してはいけないというものである。そのような

こと分かりきったものであるのであるが、これに呼応する故事として次のような

話が挙げられる。

北魏の太武帝の寵臣に翟黒子という人物がいた。并州に使者として赴いた時、
てきこく し へい

布千匹の賄賂を受け取った。この収賄が発覚すると、翟黒子は高允にどうす
こういん

べきかと相談した。高允は「あなたは国家の重要機密に預かる寵臣です。罪

があったとしても自ら事実を申し上げれば、許されるかもしれません。これ

以上、欺きを重ねるべきではありません。」と答えた。ところが他の人々は、

「もし事実を申し上げれば、どのような罪に問われるか分かりません。しば

らく隠しておいた方がよいでしょう。」と勧めた。翟黒子は、高允を怨み、

「あなたはどうして私を死地に赴かせるようなことを言うのか。」と言った。

翟黒子は入朝して太武帝に謁見し、事実通りに返答をしなかった。太武帝は

怒って、翟黒子を殺害した。 （『小学』善行篇）

収賄が発覚した翟黒子は、それを隠そうとした。高允は「これ以上、欺きを重

ねるべきではない」と勧めたが、翟黒子は隠すべきだという意見（自分が信じた

い意見）に従い、むしろ高允を怨むに至る。結果、下手なごまかしをした翟黒子

は殺されてしまった。

職務に対して「欺くべきではない」ということは誰しも分かっていることでは

あろう。ところが人は翟黒子の立場になった時、同じ過ちを繰り返しかねない。

何か重大な失敗をした時こそ、人は誤魔化そうとする傾向にあることをつきつけ

てくる。「欺くなかれ」という道理とともに、これを実感させるような故事を挙

げるようにしていったのが朱熹の『小学』である。

（まつの としゆき・教授）



- 90 -

〔研 究 紹 介〕

下野国分二寺供給瓦の再検討

― 軒先瓦の分析から ―

人文科学専攻 考古・歴史学コース

修士課程 1年 宇 髙 美 友 子

天平 13（741）年、聖武天皇によって国分寺建立の詔が発布され、各国で国分
寺の建立が始まった。現在の栃木県に所在する下野国分寺跡は、古くから僧寺尼

寺ともに確認され、全国でも研究の進んでいる国分寺のひとつである。僧寺は昭

和 57 年から平成 4 年まで寺院地と伽藍地の範囲確認調査が行われ、平成 11 年
から 18 年には史跡整備に伴う発掘調査が行われた。尼寺は昭和 39 年から 43 年
の調査によって、主要伽藍がほぼ確認された。その後、平成 5 年から 10 年には
伽藍地及び寺院地の範囲確認調査が行われ、報告書も刊行されている。

下野国分寺に関する先行研究では、瓦の分析から、主要堂塔の造営過程や瓦の

生産遺跡が明らかになっている。下野国分寺の特徴としては、供給瓦の生産場所

が移動したりひとつの瓦窯に集中するといった変遷がみられることである。僧寺

創建当初に供給された瓦は、国分寺創建前から下野国内で操業していた窯で生産

された瓦(郡系瓦)であったと考えられている。その後瓦当文様が統一された瓦(下

野国分寺式瓦)が郡系瓦を生産していた窯で生産・供給されるようになり、三毳

山麓群内のひとつである町谷瓦窯に生産が集中、最後には三毳山麓群内の瓦窯で

転々と生産すると指摘されている。造営過程については 2 つの見解がある。大橋
泰夫氏は平成 11 年の報告で、僧寺の金堂造営後、塔の造営前に尼寺金堂が建て
られたと指摘した。津野仁氏は、平成 5 年からの尼寺の調査によって、尼寺金堂
の東側に同規模の基壇建物跡が確認されたことから、尼寺には瓦葺きの仮金堂が

造営されたことを指摘し、僧寺金堂造営と近い時期に尼寺では仮金堂を造営して

いたと指摘している。

しかし最近の発掘調査によって、郡系瓦について、ほぼ金堂でみられるが量的

に少なく、均等に各郡の瓦が入っているわけではないと指摘されている。また、

造営の途中で三毳山麓群内の町谷瓦窯に生産が集中したとされるが、三毳山麓周

辺では初期の段階から瓦の生産を行っていることも整理作業から明らかになって

いる。

以上のことから、先行研究で指摘されている供給瓦の変遷について再検討が必

研究紹介
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要だと考える。郡系瓦においては、供給量の多い郡を明らかにし、なぜ郡によっ

て差が生じるのかを考察したい。また、尼寺造営段階に町谷瓦窯の瓦が多く使わ

れたことは出土量から明らかだが、三毳山麓群内の瓦窯は創建当初から使われて

いるのであれば、この時期に生産場所の集約が行われたとしてよいのか検討する

必要があると考える。さらに、尼寺の仮金堂について、僧寺金堂段階の郡系瓦が

葺かれていたと指摘されているが、出土量が記載されておらず、集計表にも仮金

堂出土のものは反映されていない。このことから、仮金堂の遺構図や写真を確認

し、瓦の出土状況を確認したい。また、尼寺金堂の基壇に瓦が混入しているかも

あわせて確認し、尼寺金堂造営前に瓦葺きの建物が造営されていたという根拠を

明確にしたい。

これらを研究することで、下野国分寺の瓦生産体制がより鮮明になり、郡ごと

の生産と供給の実態が明らかになるのではないかと考える。

〈参考文献〉

・斎藤忠、大和久震平ほか『下野国分尼寺跡』（栃木県教育委員会、1969年）

・大橋泰夫『下野国分寺跡 12 瓦・本文編』（栃木県教育委員会、1997年）

・大橋泰夫『下野国分寺跡 14 遺構編』（栃木県教育委員会、1999年）

・大橋泰夫「国分寺の造営―下野国分寺を中心に―」 栃木県立しもつけ風土記の丘資料館

『下野国分寺展－発掘 25年の成果－』（栃木県教育委員会 2007年）

・中村享史『下野国分尼寺跡』（栃木県教育委員会、2011年）

・津野仁『下野国分尼寺跡２』（栃木県教育委員会、2014年）

『国士舘人文科学論集』第 3号（2022年 2月）
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〔研 究 紹 介〕

日本留学時代の郭沫若の創作研究

― 『若きウェルテルの悩み』の翻訳と『三葉集』を中心に

人文科学専攻 文学・文化論コース

修士課程 1年 張 琢 月

キーワード：日本留学時代の郭沫若、『三葉集』、『若きウェルテルの悩み』

修士論文では、郭沫若が日本留学時代における創作、特に早期の『若きウェル

テルの悩み』の翻訳と書簡集『三葉集』について考察を試みたいと考えている。

郭沫若は 1892 年中国四川省楽山県にある地主の家に生まれた。6 歳の時、郭
家の私塾に入学し、中国古典文学の講習を受けた。1905 年、科挙制度が廃止さ
れ、彼は公立学校に進学した。しかし、学校の先生たちの教育方法は認め難く、

故郷を離れ、新しい人生を探し求めたいと思っていた。1912 年に、両親の意志
に応じ、好きではない女性と結婚させられた。このことは、彼の数年前の遠い所

に行きたいという考えをさらに強くさせられた。当時、彼の兄たちは日本に留学

した経験があり、さらに兄の友達の勧めもあり、日本に留学することを決めた。

1914 年に日本に留学し、最初は魯迅と同じように医学生になったが、2 人とも
医学生から文学の道を目指した。

郭沫若はいかに日本で文学者として成長してきたかということを探究したい。

日本という異国の風土は、彼の成長にどのぐらい影響があっただろう。日本は彼

の文学創作や文学思想の形成に与えた影響がどのようにあるかということを究明

したい。

本研究は郭沫若の日本留学時代における創作活動の一つ、『三葉集』から着手

する。『三葉集』は 1920 年 5 月に出版され、中には郭沫若、田漢、宗白華の 3
人が 1920 年 1 月から 3 月に書いた往復書簡を収録していた。田漢は序文の最後
に「この中に収録された諸手紙、前後聯合、一巻『若きウェルテルの悩み』のご

とくである」（1）という話がある。

それから、この天才たちの誕生についてのドキュメンタリーと言える往復書簡

集を活用し、日本での郭沫若は医学以外、どのような本を読み、どうゲーテの『若

きウェルテルの悩み』を模倣し、新しいものを作り出したかについて検討してい
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きたい。

『三葉集』と『若きウェルテルの悩み』のつながりを述べる前に、『若きウェ

ルテルの悩み』という作品について触れたい。『若きウェルテルの悩み』は 1778
年に刊行されたヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテによる書簡体小説であ

る。青年ウェルテルは婚約者がいる女性シャルロッテに恋をし、叶わぬ思いに絶

望して自殺するという悲惨な物語である。出版後はヨーロッパでベストセラーと

なり、主人公ウェルテルを真似て自殺する者が急増するなどの社会現象を巻き起

こした。

『若きウェルテルの悩み』が日本で初めて翻訳されたのは 1889 年であった。
中井錦城は雑誌「新小説」第十五巻（1889・10）に『旧小説』と題して『ウェ
ルテル』の抄訳を一部のせた。『ウェルテル』のほぼ全貌を伝える抄訳は、1891
年 7 月 23 日から 9 月 30 日まで「山形日報」で連載された高山樗牛による『准
亭郎の悲哀』であった。初の完訳版は 1904年に、漢詩人でもある久保天随訳『ゑ
るてる』である。その後も翻訳の刊行は続き、大正期に入ると秦豊吉その他の訳

でいっそう普及した。（2）また、これらの翻訳に合わせ、「文学界」同人の若い詩

人たちの『ウェルテル』に対する傾倒は、次第に文壇全体にしみわたっていた。

書簡体という形式はこの「ウェルテル熱」によって流行したのではと言われる。
（3）

そこで、一体日本に留学していた青年たちは『若きウェルテルの悩み』からど

のような刺激を受けたか。更に、『若きウェルテルの悩み』が日本での受容はど

うであったか。日本文学界が『若きウェルテルの悩み』についてどう描き出すか

ということは非常に興味深い問題である。同時代日本の『若きウェルテルの悩み』

の受容を考察すると、日本での中国留学青年たち、特に郭沫若がゲーテから一体

何を学んだかという問題を明らかにすることができよう。

注

(1)郭沫若・田漢・宗白華『三葉集』田漢序、2頁、1982年 6月、上海書店

(2)渡部杏美「書簡体小説研究ー『若きウェルテルの悩み』と『宣言』の比較から」『富大比

較文学』8、95-108、2015年

(3)相澤啓一「『若きヴェルターの悩み』における書簡体小説の終焉」『文藝言語研究文藝篇』34、

1998年
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・ゲーテ『若きウェルテルの悩み』郭沫若訳、2007年 7月、人民文学出版社

・田漢、宗白華、郭沫若『三葉集』1982年 6月、上海書店
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明徳出版社

・武継平『異文化のなかの郭沫若―日本留学の時代』2002年 12月 10日、九州大学出版会

・藤田梨那『詩人郭沫若と日本』2017年 9月 29日、武蔵野書院

・咸立強『郭沫若翻訳文学研究（上・中・下）』2021年 9月、花木蘭文化事業有限公司

・張競『近代中国と「恋愛」の発見』1995年 6月、岩波書店
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〔研 究 紹 介〕

内モンゴルにおける学校の合併に関する考察

教育学専攻

修士課程 1年 高 文 才

●研究背景

1990年代から内モンゴルでは、小学校の「合併」が地方から展開され始めた。
主に、農村地にある小学校を撤去し、市街地にある学校に集中することになった。

それは、80 年代から国の政策として「一人っ子政策」の下で、少子化、高齢化
社会がより進んでいく中で、地方では学齢期に達する子供の減少に伴い、地域に

おける学校の存続にも影響をもたらした結果だと思われる。2001 年 5 月 29 日の
「国务院关于基础教育改革与发展的决定」（国発「2001」21 号文件）によると、
農村地域における学校数を調整して、さらに義務教育の普及を目的として、基礎

教育を推進し、教育を改革することが教育方針と定められた。このような背景の

中で、内モンゴル地域では、特に、農村地における小学校及び中学校は廃校及び

合併などの政策が実施された。

筆者が生まれ育った村の小学校も 2005 年に廃校され、2005 年から学齢期に達
する子供が 15 キロ離れている市街地の小学校で勉強することになった。それが
原因で、一部の保護者らによって、自身の子供について家を離れさせて勉強させ

るなら、教育環境がもっとよい都市部の小・中学校に行かせるということがブー

ムになった。私もその中の一員である。

その結果、学校合併により、教育費が高くなっている。また、これらの子供達

は学校内に住むことになり、親から離れた生活を送ることになった。さらに、親

子とのコミュニケーションの時間がなくなったという諸問題が起きている。この

ような学校の「合併」が学校教育、家庭教育及び社会教育にどのような影響をも

たらしているのか懸念される。

●研究目的・方法等

次年度の研究課題として、学校の「合併」によるもたらす影響について、主に

以下の 2点を明らかにする。
第一に、学校教育面において、教室が少なく規定人数を超えることもあるため、
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適切な教育が行われているのか、親を離れている子供たちの生活面での世話をど

のようにしているのか、それは学校側に負担になっているのかを明らかにする。

第二に、社会教育面において、廃校により余儀なく、幼い頃から故郷を離れて

しまうことで、故郷に対する感情や文化を継承できるか、そして、これは子供た

ちの成長や価値観にどのような影響を与えるかを明らかにしたい。

以上について、今後、さらに先行研究を整理するとともに、インタビュー調査

等により実態を把握する等を通して考察を深めたい。また、日本の学校統廃合政

策の課題もふまえつつ、内モンゴルひいては中国の学校合併政策の課題を明らか

にしたい。

参考文献

・学校存続の意識と"ふるさと＂の未来

・月刊社会教育 2018年 9月

・中国政府网(www.gov.cn)

・中国科技论文在线教育研究(www.paper.edu.cn)

・陈巴尔虎旗蒙古语授课中小学现状研究(https://www.docin.com/)
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〔研 究 紹 介〕

教育学研究におけるプロフェッショナリズムと

アマチュアリズムの架橋

― ICT活用と小中一貫教育を取り上げて ―

教育学専攻

指導教員 助 川 晃 洋

修士課程１年 岡 本 翔・竇 贇

2021 年度大学院修士課程の助川ゼミ（教育方法学研究室）では、新たに２名
をメンバーに迎えることができた。昨年度同様、今年度春期もコロナ渦中にあっ

て、多くの不自由を余儀なくされたものの、専修科目「教育学演習５（教育方法

学）Ⅰ」（通年、木曜日６限）を原則毎週 Face to Faceで実施しつつ、manabaを
介した指導を適宜組み入れることで、それぞれの修士論文の構想を何とか（１年

生なりに）練り上げることができたように思う。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

○岡本翔 小学校教育における ICT活用の方法に関する実践的研究
－デジタル教科書・教材を中心に－

今日の我が国では、GIGA スクール構想によって、１人１台端末の導入が急ピ
ッチで進められている。またコロナ禍において、オンライン授業（対面と組み合

わせたハイブリッド型を含む）が広く行われている。しかし ICT（情報通信技術）
を上手に取り入れた教育実践とはどのようなものか、それをどのようにして設計

・開発し、実施し、評価・改善するかについては、十分な回答が示されていない。

そこで私は、特にデジタル教科書・教材に着目して、小学校の授業（教科指導）

における適切かつ有効な活用方法を明らかにしたい。具体的には、関係の既存事

例を収集・分析し、現場（神奈川県内）に出向いて授業観察や教員対象のインタ

ビュー及びアンケート調査を行い、成果を見極めて、今後の実践指針を提案する。
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筑波大学附属小学校情報・ICT 活動研究部編著『筑波発 教科のプロもおすすめ

する ICT活用術』東洋館出版社、2016年
新潟大学教育学部附属小学校『 ICT ×思考ツールでつくる「主体的・対話的で深

い学び」を促す授業』小学館、2017年
日本教育工学会監修、高橋純・寺嶋浩介編著『初等中等教育における ICT 活用』

ミネルヴァ書房、2018年
水越敏行・久保田賢一『ICT教育のデザイン』日本文教出版、2008年
山内祐平編『デジタル教材の教育学』東京大学出版会、2010年

○竇贇 小中一貫教育実践の効果検証

－「令和の日本型」義務教育モデルの開発に向けて－

日本において小中一貫教育は、2000 年代に自治体や地域の創意工夫として始
まり、現在では義務教育学校として制度化されている。しかし急速に普及し、多

くの実践が積み重ねられる一方で、そのメリットは必ずしもはっきりしていない。

子どもの学力が向上した、不登校が減少したという指摘にしても、教師の印象、

或いは実感の範囲内にとどまっており、因果関係を裏づける客観的なデータは欠

けている。そこで私は、小中一貫教育は目的ではなく方法であるという立場から、

それがもたらす効果について、事例的かつ実証的に、また中国での知見にも学び

ながら解明を試みるつもりである。そして「９年間を見通した新時代の義務教育

の在り方」（下記中教審答申より）を考えるための基本的な視座を養いたい。

梅原利夫・都筑学・山本由美編著、岡田有司・金子泰之・高坂康雅・佐貫浩著

『小中一貫教育の実証的検証 心理学による子どもの意識調査と教育学によ

る一貫校分析』花伝社、2021年
河原国男・中山迅・助川晃洋編著『小中一貫・連携教育の実践的研究－これから

の義務教育の創造を求めて－』東洋館出版社、2014年
楠山研「中国における小中一貫制学校に関する考察」『教育制度学研究』第９号、

日本教育制度学会、2002年 11月、pp.145-157.
中央教育審議会「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供たち

の可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（答申）」

2021年１月 26日
西川信廣・牛渡文宏『学校と教師を変える小中一貫教育 教育政策と授業論の観

点から』ナカニシヤ出版、2015年
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＊ ＊ ＊ ＊ ＊

教育学は、みんなが経験している教育を対象とするが故に、誰にでもわかる言

葉を用いたベタな、言い換えれば、公儀、或いは顕教の議論が流通しやすいとい

う特徴を持っている。民主主義の原則からすれば、とかく閉鎖的になりがちな専

門家同士の議論を広く社会や大衆に開かれたものにするために、そのように語る

ことが必要という面は確かにある（あまりにそれが行き過ぎると、悪しきポピュ

リズムに陥る危険がある）。しかし大学院生には、教育についての別の語り方も

（ある程度は）できるようになってほしい。資格の取得や教授技術の習得など、

教員養成を目的とする教職大学院ではなく、（実態はさておき）研究者を主とし

て養成する（と３ポリシーに明記されている）大学院で教育学を学ぶことの意義

は、教育学に特有のネタ（学問の業界内部において、その道のプロとされる人々

の間で通用するツール）を仕入れ、自分のものにし、その秘儀、或いは密教の世

界に触れ、それをアマチュアに対してオープンにすること（一種のサイエンスコ

ミュニケーション）、すなわち市民性を備えた教育学を身につけることにこそ認

められるはずである。そして修士論文の作成は、そのための絶好の機会となり得

る。真摯な取り組みと入魂の一作を期待したい。

参考文献

大浦猛・長尾十三二・吉本二郎編著『大学と教育学教育』第一法規、1977年

木村元・小玉重夫・船橋一男『教育学をつかむ（改訂版）』有斐閣、2019年

助川晃洋「大学／教育学教育の＜哲学＞の随想的主題化－体験と省察に基づく若干の覚書－」

『教育学論叢』第 34号、国士舘大学教育学会、2017年２月、pp.171-184.

宮台真司・鈴木弘輝・堀内進之介『幸福論 ＜共生＞の不可能と不可避について』日本放送

出版協会、2007年

吉田文編著『文系大学院をめぐるトリレンマ 大学院・修了者・労働市場をめぐる国際比較』

玉川大学出版部、2020年

執筆分担

アステリスクが並ぶ二つの行に挟まれた部分は岡本・竇と助川の共同、その前後は助川の

単独による。
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〔研 究 紹 介〕

幼児期・児童期における

女児自尊感情比較の発達的変化

教育学専攻

修士課程 1年 楊 慕 サン

子どもの自尊感情や自己肯定感は、今日の学校教育で注目されているトピック

の 1 つである。また、これとよく似た言葉として、「自己イメージ」、「自己価値」、
「自己肯定感」、「自己効力感」、「自己尊重」、「自己評価」、「自尊心」なども使

われている（田島・奥住 ,2013） *i
。

自尊感情が高い子どもは情緒が安定し、他者とのトラブルが少ない、規範意識

をよく守る、などの傾向が見られる。いじめに屈することも少なく、悪い仲間の

誘いを断り、「いやだ」と拒否することができる。逆に、自分を否定的にとらえ

る自尊感情の低い子どもは、他人も否定的にとらえたり、他人からの言動を被害

的にとらえることで、人間関係もうまく成立しなくなり、いじめやトラブルに巻

き込まれたり、ねたみや偏見を持ち易くなってしまうことも多くみられる（野田

,2015） *ii
。

しかし日本では、自己肯定感の低い子どもが増加しているといわれる。国際比

較調査では、日本の子ども・若者はアメリカ、中国、韓国などの子どもと比べて

自己評価が低く、自己肯定感も低いことが報告されている（古荘 ,2009) *iii
。自己

に対してある程度の肯定的な感情をもつことは、適応的に生きていくうえで重要

である
*iv
。

幼児期は人間の人格形成の基礎がなされる大切な時期である。しかし、近年の

子どもを取り巻く環境は厳しく、核家族化や少子化が進み、人間関係が希薄にな

り、実体験から学ぶ機会が減少している(勝浦 ,2014)*v
。保育現場においても、困

難に出会うとすぐにあきらめてしまう子ども、自信がなく失敗を恐れる子ども、

自分で考えて主体的に行動することが苦手な、受身で依存性の高い子ども達が多

く見られるようになった(古荘 ,2009)。「幼稚園教育要領」 *vi
第 1 章第 1 節幼稚園

教育の基本において、「教育は子どもの望ましい発達を期待し、子どもの潜在的

な可能性に働きかけ、その人格の形成を図る営みである。特に、幼児の教育は、

生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な役割を担っている」、「保育所保育指
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針」第 1 章 3.保育の原理保育の目標には、「保育所は生涯にわたる人間形成にと
って極めて重要な時期にある乳幼児の現在が、心地よく生き生きと幸せであるこ

と」を保育の目標とするとともに、「その未来を見据えて長期的視野をもって生

涯にわたる生きる力の基礎を培うことを目標として保育することが重要である
*vii
。それは、生涯発達し続けていく一人一人の子どもの可能性や伸びる力を信じ

ることでもあり、保育とは子どもの現在と未来をつなげる営みと言える」として

いる *viii。

自己に関する概念は児童期から青年期にかけて劇的に変化を遂げる(真榮城

,2005)*ix とされ、特に自尊感情は自身の評価が主観的なものから客観的な内面認

識に変化し始める年代である小学校高学年において低下する傾向がある(古荘

,2009)と言われている。これらの研究や報告から、自尊感情が精神的健康の基盤
であり、自尊感情が低下し始める児童期からの介入が必要であることがわかる。

児童の自尊感情に影響を与える要因として、Hater（1985)*x
は学業能力、運動能

力、友人関係の 3 つの領域における有能感と他者による承認・支持があると述べ
ている。特に友人関係の領域における有能感は、児童が学級に適応しているかの

指標にもなり、重要な他者である友人からの承認・支持という面から考えても自

尊感情に大きな影響を与えていると考えられる。

文部科学省は「小学校学習指導要領解説道徳編」のなかで、児童が他者とのか

かわりや身近な集団の中で自分の特徴を知り、よりよくなろうとする自分を感じ

ることで、自己を肯定的に受け止められるようになり、他者を尊重する態度を養

うことができるとし、自尊感情を育むことの重要性を述べている。学校現場では、

自尊感情を高める取り組みとして道徳や特別活動の授業内で自分について考える

ことで肯定的な自己概念の定着を図る活動や、自分の短所と思われることを長所

として捉えなおすリフレーミングなどが行われている。その際よりよい人間関係

の構築が期待される構成的グループエンカウンターの技法が普及してきている。

しかし、日本の教育の指導形態は、一斉指導が主であるため、学業能力や運動能

力の領域における児童個々人の努力の成果が承認されにくい(古荘 ,2009)。
自尊感情の問題を考えるとき、性別という視点が不可欠であると思われる。男

性と女性では、個人を取り巻く社会的な状況が異なる部分があるため、それに伴

って自尊感情のあり方も異なると考えられる。自尊感情の性差についても、メタ

分析を用いて明らかにしようとする研究が行われていた *xi。久芳・竹村（2004）*xii

は、自己肯定感と性受容の関連性も指摘している。伊藤（2004） *xiii
は、自己の

性の受容の発達的推移を提示し、男女ともに小学校高学年から性を受容している

者が急激に減り始め、特に女子では中 2 で 4 割を切るまでになることを示して
いる。この女子における性受容の急激な低下は、自己肯定感の低下と重なる部分

もあり、このことが自己肯定感に影響を及ぼしているとも推測される。発達に伴



*i 田島賢侍・奥住秀之 2013 子どもの自尊感情・自己肯定感等についての定義及び尺度に関

する文献検討―肢体不自由児を対象とした予備的調査も含めて―東京学芸大学紀要 総合教

育科学系Ⅱ 64: 19 - 30

*ii 野田忠司 2015 人権って何？―自尊感情を高めるために―大阪薬科大学紀要 , 9

*iii 古荘純一 2009 日本の子どもの自尊感情はなぜ低いのか 児童精神科の現場報告光文社

新書

*iv 古荘純一 2014 読者インタビュー QOL 調査から見る子どもの自尊感情 総合教育技術

,7,12-15.

*v 勝浦美和 2014 自尊感情を育む保育における留意点及び指標 四国大学紀要,(A)43,1-11.

*vi 厚生労働省 2008 保育所保育指針解說書 ひかりのくに pp.30-31.

*vii 文部科学省 2008 幼稚園教育要領解説 フレーベル館,p.24.

*viii 八重津史子 2017 幼児期における自尊感情を育てる取り組み 保育・教育現場におけ

る行事や活動を通して一 大阪総合保育大学紀要 12,97-110.

*ix 真榮城和美 2005 自己評価に関する発達心理学研究 風間書房

*x Hater,S, 1985 Self Perception Profit for Children University of Denver : Revision of the

Self-Perception Profile for Children（村崎・篠山,2013）

*xi 岡田涼・小塩真司・茂垣まどか・脇田貴文・ 並川努 2015 日本人における自尊感情の

性差に関するメタ分析 パーソナリティ研究,24 ,1 ,49-60.

*xii 久芳美恵子・竹村美砂 (2004)自己肯定感と人とのかかわり 東京女子体育大学紀要，39,

15-23.
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って生じる自己肯定感の低下の様相が男女で異なることが考えられる。しかし、

男女別、女子のみ、男子のみの研究はまれである。

Robins（2002） *xiv
は、インターネット調査によって収集された 32 万人以上の

横断的データを分析することにより、自尊感情の平均値が年齢に応じて変化して

いくことを見出している。また Twenge( 2014) *xv
は時間横断的メ夕分析

(cross-temporalmeta-analysis)を用いて、自尊感情の年代的な変化を検討している。
多くの研究では、言語発達の段階が整った思春期の子どもを対象にしているが、

幼児・児童の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な役割を担ってい

る。先行研究から、性差や年齢差も重要な要素であることがわかっている。また、

多文化共生の観点から、日本における外国人児童の心理状態も重要である。以上

からすると、在日中国人女児を研究対象として、幼児期・児童期における女児自

尊感情比較の発達的変化を探ることは非常に重要であり ,今後の研究に有益な示
唆を与えるものと考えられる。
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*xiii 伊藤裕子 2000 青年期のジェンダー（特集：ジェンダーと現代社会） 教育と医学，48,

229-235.

*xiv Robins, R. W., Trzesniewski, K. H., Tracy, J. L.,Gosling, S. D., & Potter, J. 2002 Global

self-Esteem across the life span. Psychology and Aging,17,423-434.

*xv Park, H.,Twenge,J. M., & Greenfield, P. M. 2014 The great recession : Implications for

adolescent values and behavior. Social Psychology and Personality Science, 5,310-318.
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〔研 究 紹 介〕

小学校の体育授業における授業者の特徴

―声かけの質と場の種類の数を通して―

教育学専攻

修士課程 1年 真 木 良 輔

日本の小学校ではこれまで、長年にわたって学級担任制が取り入れられ、日々

の教育活動が行われてきた（奈須, 2007）。この学級担任制が採用されていたの
は、学級担任が複数の教科を教えることで、当該教科だけでなく、広く児童の様

子をとらえて教育活動を展開できるという教育成果への期待や、児童と関わる時

間が長くなることで、児童と良好な関係を築きやすいことなどが、その利点とし

て挙げられる（奈須, 2007）。これまで学級担任制が継続されてきたという事実
から見て、わが国における学級担任制は一定の成果を得ていたととらえることが

できよう。

しかし一方で、学級担任による指導のみではなく、小学校においても教科担任

制の導入を検討しようとする議論も行われてきた。例えば 1960 年代には、神奈
川県の小学校で教科担任制の実践を模索する研究が行われ、TT（ティーム・テ
ィーチング）指導や一部教科担任制などが行われたが、専科教員の不足などの問

題があり、教科担任制が浸透することがなかった。その後も教科担任制について

の議論はされてきたが、実際に導入するまでに至らなかったといわれている（千

葉県教育委員会，2021）。平成 18 年 2 月の中央教育審議会の審議経過報告にお
いても、この話題が議論された（文部科学省，2021）。
平成 18 年の議論の折，高階（2006）は、多くの教科を一人の教師が指導する
ことで、十分な教材研究をすることができないことがあるため、学習内容が高度

化や中学校へのスムーズな移行などが求められている小学校にも教科担任制が必

要とされるようになってきていると、その背景を説明した。ただし中学校のよう

な専科制ではなく、一部の教科だけ教科を分け合う形の教科担任制の導入が望ま

しいという立場を示した。

このような議論を受けながらも、わが国の小学校では学級担任制による教育実

践が継続してきているが、現在になり、専門的な指導や教師の負担軽減などの理

由から、教科担任制を取り入れる方向性が示されるようになり、令和 4年度から、
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外国語 , 理科 , 算数及び体育の 4教科については教科担任制を進めることが国の
施策として示されるに至っている（文部科学省，2021）。この経緯を見ると、2019
年 4 月 17 日に当時の柴山昌彦文部科学大臣が中央教育審議会への諮問「新しい
時代の初等中等教育の在り方について」を示したことから、新しい時代の初等中

等教育の在り方特別部会で教科担任制に関することも含めた重要事項を調査審議

することになった。第１回、第２回会議では、兵庫県と横浜市における小学校教

科担任制の実践例が紹介され、第３回会議では、義務教育９年間を見通した小学

校における教科担任制の在り方について議論された。ここでは、小学校高学年に

おける音楽の授業では、教科担任制を導入している学校が多いことが共有された。

第６回、第 10 回会議では、小学校高学年の教科担任制実施に係る教員配置と教
員定数の確保の在り方が議論され、実際に加配等を行うための現状と課題が話し

合われた。これらの議論を経て、第 12 回会議で、外国語、算数、理科を対象と
して小学校高学年における教科担任制を進めることを盛り込んだ中間まとめ（骨

子案）がまとめられた。その後、2021 年 7 月に出された検討会議の報告で、優
先的に専科指導の対象とする教科に体育が加わり、4 教科が示されることになっ
た。

しかし小学校の体育授業を考えてみると、細越（2013）が「教室場面で培った
学習規律や人間関係を体育授業に生かし、また体育授業で共同的に活動して達成

感を得ることで、さらにそれらを確かなものにして教室場面に還していく。その

ような相乗効果を生み出すことができるのが、体育授業と学級経営の関係」と述

べているように、体育授業と学級経営は密接に関わっているといえる。体育は他

の教科と違い、チームでの一つの目標に向かって活動を行うため集団達成をしや

すい教科だと考えている。このことから、学級経営と密接に関わっている体育授

業において、学級担任が行うメリットや教科担任や専科教員が行うメリットを明

確にしないままに、学級担任以外に任せることに検討する余地があると考える。

このような問題意識から筆者は卒業研究において、「小学校における体育授業

担当者についての調査研究」を行った。この研究では、小学校の現職教員を対象

に、体育授業担当者としての「学級担任」「教科担任・専科教員」に対して期待

することや懸念されること、教科担任制や専科制を始めるのに適した学年、授業

形態などについての意識調査を行った。分析の結果から、小学校の体育授業担当

者について、小学校教員の半数以上が「教科担任や専科教員が適している」と回

答していることを明らかにした。しかし全て教科担任・専科教員に任せてしまう

のではなく、学級担任も参加する「ティーム・ティーチングが望ましい」と考え

ている教員の割合が約 65%にのぼることも確認された。また至適学年については、
低学年、中学年、高学年とも大きな差は見られなかった。さらに教科担任制や専

科制を行う場合、期待されることとして回答が多かったのは、「子ども達の技能
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が向上する」「教員の専門性を生かせる」といった、専門的な指導に関する回答

が多かった。逆に懸念されることとしては、「子ども達の様子を理解する機会が

減ってしまう」「各教員の指導力の低下」という回答が多いことが確かめられた。

この結果を踏まえて修士論文では、「学級担任」と「教科担任」「専科教員」の

特徴、特にそれぞれの立場の教師による体育授業が成果としてどのような差異を

生み出すのかについての調査をしたいと考えている。具体的には、一般の（体育

を専門的に研究していない）「学級担任」と、体育を専門に研究している「教科

担任」「専科教員」で、授業での声かけの質と、場の種類の数に違いがあるのか

どうか、またその授業における子どもの学習成果として、どのようなものが確認

されるのかについて、授業観察を行っていく予定である。この２つのポイントに

絞った理由は、体育を専門に研究をしている教員の場合、児童に対してより具体

的なアドバイスやポイントなどを声かけしたり、場の種類も成功体験が積めるよ

うに細かい設定をしたりすることができる。また一方で学級担任の場合なら、技

術面のアドバイスではなく児童のモチベーションを高める声かけや、学級経営を

見通した働きかけをすることが多いのではないかと考えたからである。

「学級担任」と「教科担任」「専科教員」による指導の現状や成果を整理する

ことを通して、今後，全国の学校がその実情に合わせて児童にとって最良な授業

形態を選択するための指針作成の基礎的知見を得たいと考えている。

〈参考文献〉

（１）文部科学省（2019）「新しい時代の初等中等教育の在り方について（諮問）」

https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2019/04/18/1415875_1_1.pdf

閲覧日：2022月 2月 12日

（２）文部科学省（2019）「新しい時代の初等中等教育の在り方特別部会（議事録）」

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/083/giji_list/index.htm

閲覧日：2022年 2月 12日

（３）細越淳二（2013）「学校にはなぜ体育の時間があるのか？これからの学校体育への一考」

文溪堂、pp.71-76.

（４）文部科学省（2021）「義務教育９年間を見通した教科担任制の在り方について（報告）」

https://www.mext.go.jp/content/20210729-mxt_zaimu-000015519_1.pdf

閲覧日：2022年 2月 12日

（５）高階玲治（2006）「小学校教科担任制の効率的な進め方」教育開発研究所、pp.10-11.

（６）千葉市教育委員会（2021）「小学校高学年における教科担任制の効果的な進め方 − 小学

校の専門的な指導に目を向けて −」

研究紹介



- 107 -

https://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/kyoiku/documents/r2daigakuin1.pdf

閲覧日：2022年 2月 12日

（７）奈須正裕（2007）「小学校教科担任制-こうすればうまくいく！」ぎょうせい、p2-3

『国士舘人文科学論集』第 3号（2022年 2月）



- 108 -

『国士舘人文科学論集』規程

編集規程

１．本誌は、国士舘大学大学院人文科学研究科の機関誌であり、本研究科教員、

在学生、および編集委員会の承認を得た者の研究論文、その他研究に関連す

る記事を電子データとして大学のウェブサイト上に掲載するものである。

２．編集委員会は、研究科長および科長の委嘱を受けた委員によって構成する。

３．原稿の掲載は、査読規程に従い、審議を経て決定する。

４．掲載予定の原稿について編集委員会は、執筆者との協議を通じ、内容の修正

を求めることがある。

５ . 編集委員会は、必要により特定の個人または団体に対して原稿の依頼を行

うことができる。

６．執筆による校正は、再校までとする。その際の内容の修正は、原則として認

められない。

2019 年 5 月 28 日 編集委員会制定

投稿規程

１．機関誌への投稿内容は、未発表のもの、刊行予定でないもの、および他学会

誌等に掲載予定でないものに限る。ただし、口頭で発表し、これを初めて論

文にまとめたものは未公開と見なす。

２．論文原稿は、原則として横書き、A4 版用紙 1 頁あたり横 36 字、縦 36 行、
上下余白各 30mm、左右余白各 30mm とし、本文の他、タイトル、注記、図
表、参考文献等を含めて 14 枚程度とする。10.5 ポイント、MS 明朝体（英
数字は Seqoe UI）、「、」「。」で作成する。

３．論文投稿の締め切りは、原則として 10月末日とする。
４．原稿は電子媒体（Word 形式等データ）を編集委員会宛に電子メールにて添

付ファイルとして送付する。

５．原稿の末尾には、原稿の英文タイトル、氏名（ふりがな、欧文表記）、所属

・職名を明記すること。

６．論文原稿の題目の次に、1 行おいてから 400 字程度の要旨と 8 項目以内のキ
ーワードをつけること。

『国士舘人文科学論集』3号（2022年 2月）



- 109 -

７．本誌に掲載の記事の著作権は本研究科に帰属する。ただし著作者自身が自己

の著作物を利用する場合には、本研究科の許諾を必要としない。

2019 年 5 月 28 日 編集委員会制定

2019 年 11 月 17 日改訂

査読規程

ここに国士舘大学大学院人文科学研究科『国士舘人文科学論集』編集規程に基

づく原稿の査読について、実施上必要な事項を定める。

１．査読者の選定

編集委員会が原稿ごとに査読者を決定する。

２．掲載可否の決定

(1) 査読は 2名の査読者によって行われる。
(2) 査読者は、｢掲載可｣、｢条件付掲載可(修正の上、再査読の結果により改め

て可否を決定)｣または｢掲載不可(大幅な修正を必要とする等のため)｣を判断

し、報告書を作成して編集委員会に提出する。なお編集委員会は、査読結果

に基づき、投稿者の同意を得て他の論文の種類として掲載することができる。

(3) 投稿論文原稿についての採否は、編集委員会の総意により決定する。編集
委員会の依頼による論文原稿についても投稿論文と同じように扱う場合があ

る。いずれの場合も、必要に応じて編集委員会から投稿者に原稿の修正を求

めることができる。

2019 年 5 月 28 日 編集委員会制定

第 3号編集委員
菱刈晃夫(長) 松野敏之(副) 勝田政治 助川晃洋 村田裕司

内田順文 河野寛



- 110 -

執筆者紹介（掲載順）

大場 一央（国士舘大学文学部非常勤講師）

菱刈 晃夫（国士舘大学文学部教授）

小野瀬 倫也（国士舘大学文学部教授）

坂本 徳雄（国士舘大学教職支援アドバイザー）

助川 晃洋（国士舘大学文学部教授）

中村 隆志（国士舘大学大学院人文科学研究科修士課程）

石野 裕子（国士舘大学文学部准教授）

小川 快之（国士舘大学文学部教授）

鈴木 江理子（国士舘大学文学部教授）

松野 敏之（国士舘大学文学部教授）

編集後記

第 3 号をお届けいたします。教員および院生による幅広い研究成果、教育実績
を発信しようと誕生したこの電子ジャーナルも、早いもので 3 号を迎えました。
これで、わたし(菱刈)が 2 期 4 年間の科長職を任期満了により終え、あわせて
本論集の編集委員会委員長も終えることになります。また次の世代に受け継がれ、

今後とも末永く、このジャーナルがより充実したものへとパワーアップしてゆく

のを期待しています。皆様方によるご協力のほど、よろしくお願いいたします。

なお査読等でご協力いただいた先生方には、この場を借りてお礼申し上げます。

今回も英文題目校正では、政経学部のベバリ・ヘニング教授のお世話になりまし

た。ありがとうございます。最後にジャーナル発行に向けて創刊号より細々とし

た実務を担当していただきました、編集委員会副委員長の松野敏之先生にも、記

して謝意を表します。 (菱刈晃夫 記)

国士舘人文科学論集 第 3号

令和 4年 2月 28日 発行

編集・発行

国士舘大学大学院人文科学研究科編集委員会

代表者 菱刈晃夫

〒 154-8515
東京都世田谷区世田谷 4-28-1

『国士舘人文科学論集』3号（2022年 2月）



Kokushikan Journal of Human Sciences
No.3 February, 2022

Articles
Oba Kazuo：

Relationship between YoshidaShoin吉田松陰 and the Mito-gaku School水戸学
in Koumousakki 講孟劄記･･･････････････････････････････････････････ 1

Research Notes
HISHIKARI Teruo：

Structure and Characteristics of Melanchthon's Catechesis Puerilis･････････ 16
ONOSE Rinnya ：

A Study on Support for Science Class Design Using the Improvement Science
Teaching/Learning Process Map･････････････････････････････････････ 30

Translation
HISHIKARI Teruo：

Ph. Melanchthon : EPITOME PHILOSOPHIAE MORALIS REPETITA ANNO
1548 (3)･････････････････････････････････････････････････････････ 45

Educational Practice Report
SAKAMOTO Tokuo，SUKEGAWA Akihiro ：

Student Participation and School Cafeteria Reform：
Space Design of Hosen Marché･････････････････････････････････････ 67

Essay
NAKAMURA Takashi：

Teaching Chinese Classics as a High School Teacher････････････････････ 72

Introduction of Books (Self-Authored)･･･････････････････････････････ 77

Students' Research
Introducing Students' Research･･･････････････････････････････････････ 90

Edited by
Graduate School of Human Sciences, Kokushikan University

Tokyo, Japan


