浄土真宗本願寺派総合研究所講演会

開催日

(平成即)年謡月訟日

られています︒生活の中に重層的に織り

への理解︑寛容の態度があらためて求め

界においても︑ますます異文化︑異宗教

2015

公教育への仏教的価値観の提言

講師紹介・趣旨説明
総合研究所副所長

2006年に﹁教育基本法﹂が改正さ

する知識を正しく学ぶことが必須の時代

き︑その根底にある宗教︑宗教文化に関

込まれている宗教文化の重要性に気付

れてから9年が経過致しました︒この間

となウてきております0

藤丸智雄

に宗教をめぐつては大きな変化が生まれ

化し続ける時代において︑自分で課題を

また︑グローバル化の時代︑急速に変
世界各地で起こっている紛争と宗教の関

発見し︑考え︑判断︑行動できる能力を

1S等の問題を契機に

係が︑あらためて世間の注視されるとこ

身につける教育となっているのか︑環境

ています︒特に︑

ろです︒宗教は︑政治世界︑商慣習から︑

問題などの現代的な課題に向き合っこと

司弄tみ

生する社会という価値をこころの中に築

ができるものとなっているか︑他者と共

食べ物︑着る物といった生活の隅々にま
で影郷を及ぽしています︒

このような状況下︑日本社会また世
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くことのできる教育現場となっている
られている宗教教育︑公教育における宗

内容をもとに︑宗門総合振興計画に掲げ
おります0

め︑力強く推進してまいりたいと考えて

かか

か︑といった数多くの課題が山積してい

教の課題について︑宗派として議論を深

文部科学大臣補佐官

鈴木寛氏

私は参議院時代︑文教科学委員会に所
属し︑中でも﹁教育基本法﹂の改正の際

このように︑長らく教育行政の最前線

就任していらっしゃいます︒

2015年より︑文部科学大臣補佐官に

京大学公共政策大学院教授に就任され︑

話になりました︒築地聞真会に参加させ

石上総長をはじめ︑皆さまには大変お世

から口年問︑参議院議員を務めましたが︑

ありがとうございます私は2001年

本日は大変光栄な席にお招きいただき

す0

は再び火学に戻り︑教鞭を執っておりま

指導のもとで進めてまいりました現在

に据えるための議論などを︑石上総長ご

いて︑あるいは生死の意幾を教育の中心

宗教についての基本的な理解と寛容につ

はじめに

S公教育における宗教知識教育についてS

教育の現状と今後

ます0

未来は子どもたちにょって開かれま
す︒その子どもたちの未来をつくるため
の教育について︑本日は鈴木寛先生から
ご講演を頂戴致します︒

鈴木寛先生は1999年︑慶應幾塾大

学環境情報学部助教授に就任されまし
た︒さらに︑ 2009年︑鳩山由紀夫内

闇で文部科学副大臣に就任されました︒

菅内閣でも再任され︑川端︑高木二大臣

のもとで文部科学行政を担当されまし
オ

2014年︑慶應幾塾大学政策メディ

でご活躍されてきた立場から︑本日は現
ていただき︑活動へのご指導もいただき

学大臣(当時)のもとで大臣補佐官を拝

には︑宗教教育︑仏教を含む世界の主要

代的な宗教教育上の課題について︑ご講
ました0

て︑少なくとも学力の面ではこのW年間

ア研究科兼総合政策学部教授︑同時に東

演をお願いしております︒先生のご講演

人ほどの高校生が毎年受験する試験で

で大幅に改善しています︒ OECD (経

このように︑学習指導要領と大学入試

して︑任意で参加する上海市などを含

加盟していますが︑その釧力国にプラス

厚く御礼申し上げます

私が主として取り組んでいる課題は︑

センター試験や個別大学の入試の改革を

めて3年に一麿巧歳の学習到達度調査

,

命しました︒下村大臣と共に度補佐官
す︒これの抜本的な改革に今着手してい

済協力開発機構)には︑先進国鈎力国が

0きじも凡しんかい

を辞任しましたが︑再び馳新大臣のもと
ます︒

W年に一度変わる羣習指導要領﹂です

同時に実施するところに今回の改革の意

(P1SA)を実施しています0

2015年2月から︑下村前文部科

で文部科学大臣補佐官を拝命しました

小学校と中学校と高校で若干導入にタイ

巽があると思っています︒

年代にわが国の小・中・高校生に何を教

育の現状と将来について︑お話ししたい

今日は︑その改革の背景とわが国の教

シー・科学的りテラシーの三つの分野に

﹁P1SA﹂は読解力・数学的りテラ

γやンハイ

ムラグがありますが︑おおむね2020

えていくのか︑その根幹である学習指導

関する調査ですが︑

m年ほど前︑日本の

と思います

ク﹂が報告され︑日本の学力は大丈夫か

たずさ

要領の改定作業に︑現在携わっておりま

校・高校・大学・生涯教育とあり︑一つ

とマスコミでも連日報道されました0

P1SAショッ

加えて︑大学の入学試験改革の作業を

ひとつぉ話すると大変な時問を要しま

本は2003年と2006年のP1SA

学力低下︑﹁OECD

今致しております︒これは︑下村前大臣

す︒私は今︑東京大学で人材政策の講義

で︑

教育は幼稚園教育から︑小学校・中学

の言葉を借りれぱ︑﹁明治維新以来の改

を担当しておりますが︑大体玲コマから

のですが︑

す

革﹂です︒

Hコマかけても終わりません︒したがい

が1番︑科学的りテラシーが1番︑数学

小

中学校教育につきまし

W年前

2012年段階で申し上げますと︑

日本が上回っています

フィンランドよりも全ての項目について

が︑

にはフィンランドがもてはやされました

ちなみに数学の1番は韓国です︒

が2番で︑総合]位に返り咲いています

2012年︑わが国は読解力

OECD加盟の誕力国中蛯位だった

日

次試験が始まりました︒私は今乳歳です

まして今日は︑要点を絞ってお話しした

1979年に国立大学共通

が︑共通一次3期生です︒それが199

いと思います︒

概観します

では︑日本の今の教育の現状をざっと

日本における教育の現状

しー

0年に大学入試センター試験に変わりま

した︒共通一次試験では︑基本的には国
立大学を目指す即万人ぐらいの高校生が

受験し︑いわゆる﹁センター試験﹂と呼
ぱれる今の試験は︑私立大学の7割ぐら
いが採用していますので︑合わせて聞万
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アクティプ・ラーニングの重要性

的:王体的・積極的にしていくのかが︑
やはり日本の一番の課題だと認識してい
ます0

コミユニティ・スクールが

改革で︑小・中・高等学校を通じて一番

プロジエクトの一つに︑﹁コミユニテ

そういう中で私が取り組んできました

果たす役割

ンドレアス・︑ンユライヒャー0ECD教

大事にしているキーワードが﹁アクティ
イ・スクール﹂活動があります0

そういう意味で︑今回の学習指導要領

育スキル局長が︑ 2000年からずっと
プ・一フーニング﹂です︒知的・創造的な

都はその発祥地の一つでして︑コミユニ

この調査を行っている私の大親友のア

調査しているのですが︑この閻︑まった

場づくりをし︑自ら問題設定し︑主体的

る︑学ぷことを楽しみ︑学ぶことに積極

つと大事なことは︑やはり生涯学び続け

学力が高い低いということよりも︑も

しょ︑つ力0

学校の先生が頑張っているということで

ず︑学力が1番いいというのは︑相当︑

的なインセンティブ︑あるいはむちで

す︒しかし︑成熟した社会では外的な物

人のやる気をかき立てることができま

入が増えるというニンジンをぶら下げて

済が右上がりの社会では︑努力すれば収

たと思いますが︑中国などのように︑経

日本も即年︑即年︑卯年前はそうだっ

護者と地域ボランティアが一緒になっ

として関わっていただき︑学校教員と保

設置して︑そこに地域住民の方々に役員

会︑または学校運営協議会というものを

と︑公立の小・中学校ごとに︑学校理事

都市以外から来た方に若干申し上げます

コミユ三プ¥・スクールについて︑京

実は一呆

く改善していない問題は︑日本の巧歳の
ティ・スクールの世界では﹁西の京都︑

的な態度や性格を獲得することです︒こ
叩くような方法で人を何かに向けるので

て︑子どもたちのために運営しているの

みたか

に考えを深め︑能動的に解を見いだして
東の三鷹﹂と言われています︒京都市の

︑

畢ぶ意欲﹂です︒これは︑いしつもワー
いくものが﹁アクティプ・一フーニング﹂

門川市長が教育長の頃から︑私どもは一

スト2です0
です︒

ちらの方が巧歳段階の学力云々よりも︑
はなくて︑自燃させていくことが重要に
がコミユニティ・スクールです0

学ぶ意欲が下から2番目にもかかわら

もっと大事だと私どもは考えています
なってきます0

京都で

緒に活動させていただいています︒

し︑ OECDもそのことを大変︑心配して

ろいろな斜めがあります︒縦のご縁と横

斜めまで︑遠い斜めから近い斜めまでい

めの関係﹂です︒即度の斜めから1度の

に孤立させないかが大変重要になりま

遅れるわけです0

が悲しむ顔を見たくないので告げるのが

す︒かわいがる親であれぱあるほど︑親

は︑御所南小学校がその発祥です︒御所

コミユニティ・スクールでは︑子ども

のご縁だけだとふらふらしてしまいます

す

います︒学びに対して非常に受け身にな

教育を教員だけに任せるのではなくて︑

が︑いろいろな斜めのご縁が入ることで︑

少なくとも誰か一人でも︑いじめられ

南小学校は本当に素晴らしい小学校にな

地域住民や非常に多くの学生ポランティ

まさに地域サンガで子どもたちを見守っ

ていることを共有できたり︑相談できた

つている日本の子どもたちを︑どう自発

アが学校づくりに参画していただきま

私はこれに大き

つています

す︒教員と地域のボランティア︑そして
ていくことができます0

りする細くてもいいので︑何らかの糸

こういうときに︑いか

保護者が一体となって学校の逐営方針を

く二つの意味があると考えています︒

かか

がつながっている︒そして︑その糸はい
じめられたり︑不{女を抱えていたりする

登下校時の防犯という意味もあります

うと︑もちろんマンバワ1不足の解消や

いじめ幽体を減らしていかなけれぱなり

ら︑いじめの問題は深刻です︒もちろん︑

一つは︑いじめの問題です︒残念なが

最近は︑新しいパターンとして中学生

いとい︑つことです0

クモの糸のような状態をつくつていきた

のよ︑つに︑子どもたちをめぐる︑まさに

いじめ問題に対する効果

決め︑それを実現するために取り組んで
います︒そこに何百人の老若男女のボラ
ンティアが関わっているのです︒

が︑もつと重要なことは︑私が﹁斜めの

ませんが︑現実問題として︑小さないじ

などは携帯電話でいじめられることがあ

こ

関係﹂と呼んでいるものです︒縦の関係

めをどれだけ重大なことにつながらない

ります︒親や先生は発見が遅れますが︑

ときに︑たぐり寄せることができる0

は子どもと親・教員の関係︑横の関係は

ようにするかが大事です︒

これは何のためにやっているのかとい

同級生の関係です︒斜めの関係とは︑

アのお兄さんやお姉さん︑あるいは︑ま

が一番よくないわけです︒最近のいじめ

ている子どもたちが孤立してしまうこと

私は︑関東や京都・火阪でボランティ

発見者になることがあります0

をしていた大学1年生の女子学生が第

コミユニティ・スクールでポランティア

だお子さんはいないけど地域にお住まい

は︑いじめられていることを親や先生に

アを学校に送り出すNP0の代表をして

その際に︑いじめなど何か不安を持っ

の若いボランティア0 また︑子育てを卒

告げる場合もあるにはありますが︑親に

いますが︑そういう携帯電話いじめの第

中学生にとって︑大学生ボランティ

業された知代など︑地域のいろいろなお

言えないで重篤化するケースもありま

小

世話をしておられる方々との関係が﹁斜

宗報分)16午 3 "牙
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一発見者が︑なぜか大学1年生の女子学
生に非常に多いのです︒

度︑教育学部に行ったらしい﹂︑そこか
ら﹁教育学部って何?﹂と興味を持った

関心が生まれます︒ここにコミユニテ

学ぶ意欲の向上
もうつは︑先ほどの学ぶ意欲の問題
イ・スクールの大きな役割があります

人とのご縁から最初の興味︑

いて一言いづらいけど︑大学1年生ぐらい

です親や先生が︑ガミガミ上から﹁勉

りします0

のお姉さんには何か相談しやすいのでし

強しなさい﹂と言っても子どもは勉強し

大学4年生だと少ししつかりし過ぎて

ようか0 その子にメールやし1NEが転

ません人でもいいので儘れの存在U

むことがあるのです︒中学3年生と大学

てあげることで︑まさに孤立させずに済

夫だよ︑話を聞いてあげるから﹂と応え

将来や職業について分かるわけがありま

︑つことが起こります0

まだ川代で自分の

さん・お姉さんみたいになりたい﹂とい

な斜めの関係のご縁の中で︑﹁あのお兄

コミユニティ・スクールでは︑様ざま

われわれは︑ーカ月に1冊も本を読ま

つたとい︑つことです0

小学生がこのW年間で本を読むよ︑つにな

れには理由がありまして︑それは日本の

歳の中学生が学力1番になりました︒こ

もうつ︑学力の話に戻しますと︑巧

読の重要性

送されてきて︑﹁こんなメールをもらつ
がいるか︑これがとても大事です︒

1年生は3︑

せんが︑彼らを通して将来について考え
ない人を﹁不読老﹂と定幾していますが︑

あこ゛

たんだ﹂と相談するところから︑﹁大丈

のような︑ほとんど横に近い斜めの関係

子どもにとって︑大

︑﹄た

が発端となって事なきを得たという事例
ることができます0

日本の小学生は現段階での不読者はわず

こ

が多く見られます ︒

好きなお兄さんやお姉さんは︑いとこな

4歳しか変わりません0

様ざまなご縁をあらかじめ子どもたち
6
逆に言うと︑ 9

かに3

あんのA

8%です0

どの親戚の場合もありえますし︑地域の
2%の子どもが本を読んでいる︒しかも︑

読んでいるのです︒

ーカ月に平均Ⅱ冊も日本の小学生は本を

・

につくつておくことで︑安穏に生きてい
お兄さんやお姉さんかもしれません︒

昔は当たり前のように︑地緑や血縁の

ける︑最悪なことにならないよ︑?︑寄り
添ってあげるとい︑つことを考えているの

中でのご縁がありましたが︑現在では少

行ってきた成果です︒学校や家庭の協力

がコミユニティ・ ス ク ー ル で す 0

ニティ・スクールにボランティアで来た

をいただきながらとにかく本を読む習慣

これはW年ほど前から朝の読書活動を

若者と出会い︑﹁大好きなお姉さんが今

定期協議を取りまとめ︑一方ではOEC

こ︑つした中︑コミユ

文部科学省では今︑高校の学習指導要領

なくなつています0

をつけるようにしました︒先ほど申し上

Dでアドバイザーも務めています︒

これから︑高校と大学の話をします︒

いうプロジエクトを立ち上げています0

や入学試験改革を行っているのです︒

学校図館をボランティアの方々で非常

一言で申し上げますと︑三つの要素にな

﹁2030年に必要な力﹂について鈎力

げた︑コミユニティ・スクールなどでも︑

に楽しい場に亦4えていただくとか︑小学

ります︒学力には︑一つ目に知識・技能︑

国を挙げて議論することになりました

OECDは﹁教育2030﹂と

校低学年に読み聞かせをしていただくこ

二つ目に思考・判断・表現︑三つ目に主

が︑その最初のパートナーとして日本を

OECDから協力につ

東北スクール﹂を始めようということに

いて相^いただいたときに︑^OECD

本大震災でした0

現在︑

とで読書活動が相当進みました︒そうし

体性・多様性・協働性・人間性がありま

選んでいただきました︒きつかけは^日

゛︑

た甲斐あうて︑本を読むようになり︑読

す︒このような三要素に基づいているの
わが国の又子校教育法﹂の考え方で︑

現行の学習指導要領の内容です

が︑

解力がついてきたのです︒読解力がつけ
ぱ︑数学もできるようになるという好循
環です

特に高校・大学においては︑あまりに

被災地の鵬人ほどの中高生を集めて︑

なりました0

カ・判断力・表現力︑さらには主体性

OECDと日本の関係者が協力して︑福

も知識偏重になっているものを︑思考

多様性・協働性・人間性をいかに獲得し

島大学に中︑心となってもらいながらプロ

高校生・大学生が抱える課題

ていくように変えていくかが︑今回の高

ジエクト学習を進めてまいりました︒

いよいよ今日の本題です小中学生に
ついては今のようなことですが︑世界

火接続一体改革最大の主眼です︒

東北の被災した彼ら彼女らは︑まさに
地域のために何かをしたいという希望を

もかかわらず︑日本の高校生は娼・フ%

を持っており︑今︑彼らと連動して行っ

パリに本部があるOECDも同じ認識

の柿が捨てられていくのは見るに耐えな

しやいました︒﹁一生懸命に育てた福島

農家のお孫さんなどもその中にはいらっ

教育20301被災地での活動

学力の高い巧歳を高校で伸ぱせているの

か︑火学で花開かせられているかを考え
ますと︑そこは相当︑疑問符が付かざる

が不読者という結果になっており非常に

ています︒文部科学省とOECDは定期

い︑ゼリーにしてもう一度みんなに食べ

持っていました︒風評被害で困っている

深刻な状況です︒高校や大学は緊急的に

協議を行い︑私は大臣補佐官としてその

を得ません︒小学生は不読者3 ・ 8%に

改革する必要があります︒そのために︑

宗門総合振興計画

新た女始'ウ

など︑いろいろな思いがありました

流された地域の郷土芸能を復活したい﹂

てもらいたい﹂ということや︑﹁津波で

0=§0一臼と呼ぶのか︑

nao'

を何と呼ぶかについては︑大きな議論が

はり今一番重要なのは人問性です︒これ

もちろん知識・技能は大事ですが︑や

つぐらいある問題の中から一つを選ぶと

マークシート漬け︑すなわち選択肢が五

を聞万人が受験します︒高校になると︑

コンピユーターで読み取るセンタ︼入試

今はマークシートとい︑?︑マークして

あります0
と言うの

このような思いを肋人がそれぞれに持
n子一9

一一0昆一仇片三と言︑つのか︑

いうことぱかりをやるんですね0

つて︑グループをつくり︑様ぎまな人た
か︑ヨ0旦と言うのか︑今︑話し△口いを

知識・技能をひたすら覚えて︑ひたすら

ちが見事に復活した姿を世界中の人たち

ン・ド・マルス公園で︑東北の子どもた

のかを一番大事にしていかなけれぱなり

教育を卒業して社会にどう関わっていく

いずれにしてもこれからは︑知識偏重

かとい︑つことです0

重から卒業しないといけないのではない

しているわけです0

つい

まさに

ちがサポートしました0 そして︑
しています︒

に御礼の意味を込めて発表したい︑とい

ません︒そこでは︑まさに思いやりや勇
的に消去法ですから︑いろいろな選択肢

2年半

後にパリのエッフエル塔前にあるシャ

う願いを持ちました︒最終的には︑ OE

気︑逆境をはね返す力や倫理観︑リーダ
があって︑﹁これは間違っている︑これ
は間違っている︑これも間違っている﹂

マーク︑ンートは基本

このマークシート偏

吐き出すとい︑つことに高校3年間を費や

CDとパリ市庁の協力にょり︑ 2014

ーシップなどが大切になってくるでしょ
︑つ

とい︑つことで︑﹁残ったこれだろう﹂と

いう思喜です0 日本の学生がアクティ

ブになれない原因に︑こうした学習方法

クシート型勉強法をし続けてきた結果︑

ーマークシート型勉強法からの脱却

入学試験改革

巧

年8月末にその発表を行ったところ︑
万人の方が来て火成功を収めました︒

その後 OECD事務総長を含め各国
の大使・参事官とその咽人が半日問の熟

議を行いました︒東北の子どもたちの姿

また︑入学試験改革も先の三つの学力
非常に受け身な人間をつくつてきたので

があるようです中学生から6年間マー

の要素を育むといった観点に立ったとき
はないかという反省があります︒

に大使たちは感銘を受けました︒そして︑

くんだ﹂ということで始まったのが﹁教
に︑日本の高校生の成長の障害になるの

上げますと︑文章を読んで︑自分の考え

リーダーシップ教育
も︑つ一つの問題は︑リーダ︼シップ教

しつかりやウてもらうて︑そのことを大

あるいはボランティア︑地域活動など)を

単語と絵文字ぱかりが使用されます︒こ

やはり今︑携帯電話︑特にし1NEでは

わが国の高校生の文章力は深刻です︒

を書きます︒今︑私は東京大学でGSD

は確かに文章を書かせると相当いいもの

出していますので︑こうした大学の学生

應大学では難易度の高い論述試験問題を

︑

育2030﹂です0 その教育2030の

は何か︑その障害を取り除いていくため

し

中で︑あらためて︑何が必要かについて
の改革を行っていきます

﹁これからは︑こうい︑つ人材を育てて

大議論しています ︒

少なくとも社説ぐらいの分量のものを読

:ぐく

を述べられる論述式や︑深い思考を問う
んで︑原稿用紙1枚ほどのものを書くこ

とをきちんと問︑つていくことになりま
す︒また︑高校では︑それをしつかり指

そこで︑あらためて入試のことを申し

試験に切り替えていかなけれぱならな

さらに︑一発入試ではなくて︑高校3

学でも評価しましょうということです︒

れを放置してしま︑つと︑文章をく経験

育です︒例えぱ東京大学や京都大学︑慶

今の高校生は非常にかわいそうです︒高

がなくなってしまいます文章は複数の

ミヌ豐●鷺ヨ含こという社会経営のため

導していただくことになります

校2年生の夏休みになると︑大好きだっ

文から構成され︑段落があり︑起承転

のグローバル・リーダーシップ教育プロ

年間の様ざまな活動(部活動︑生徒会︑

た部活や生徒会をやめ︑ひたすら難問奇

結があり︑序破急があります︒しかし︑

グラムを大学院生に行っています︒ここ

(0‑0冨一に巴臼勺﹃0如ヨヨヲ一m0含巴口易一伽=

問を覚えるという難行苦行の生活に入

そういった文をまとめて杏くことを今の

で︑グループワーク方式で社会や環境︑

M

るわけです︒これで忍耐力ができて︑不

高校生はほとんどしていません︒入学試

生命などの問題について理系と文系が

きし︑.与てん

条理なものを耐え抜く力がつくというこ

験もクィズみたいなことぱかりしていま

緒になって解決する︑という授業を行っ

8割が理系︑ 2割が文系︑そのうち4

じ,一ι.き●.勺

とも多少あるかと思いますが︑それだけ

すから︑文章が・けない︒一言語活動は人

ています0

上︑不変の十具理だという基本に立ち返り︑

割が留学生ですが︑極めて残念ながら︑

け0

に青春を使うのは︑少しもつたいないな

間の基本中の基本で︑これは人類の歴史

これらの内容についてほぽ1年にわた

5割しか本を読まない高校生が肋%しつ

こうしたグループワークの班長はほとん

女んぎ︑.み(ぎ﹂み

と思っています0

つて議論してきましたが︑まもなくこの

かりとした文章を読んで︑考えてもらう

ど留学生に取られてしまいます︒

とι女

方向で決着すると思います︒それに伴い︑

ことに︑力を入れようとい︑つことです0

く書けている0

けれども︑グループの話

日本の学生のレポートを見ますと︑よ

2020年ぐらいから︑まずセンター入

試が﹁大学入学希望者学カテスト﹂と衣
替えします0 そこでは︑火学に行く人は︑

17 宗報 2016年3j"」

し)
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新た女始ミリ

です︒インドの人はすごい0 彼らは本当

すと︑ほとんど班長になるのはインド人

し合いをりードするということになりま

なりの言葉で﹁卒近代﹂︑近代を卒業す

るかとい︑つことで︑ポスト近代とか︑私

私の専門は︑この近代社会の次はどぅな

は取れましたが︑今でも︑﹁富国﹂です︒

変えたいというのが今回のポイントで

かった0

しかし残念ながら︑それが主流にならな

を行く様ざまな教育が行われています︒

ジアラビア人や︑不パール人︑ベトナム人

ンド人が班長になります︒あとは︑サウ

が︑その班にインド人がいると︑必ずイ

す︒文章は日本の学生と大差ありません

かないと生きていけないのだと思いま

業しないといけないのではないかという

た時代だと思いますが︑もうそろそろ卒

呼んでいます︒近代は近代で意味があっ

と呼び︑脱近代ではなくて﹁卒近代﹂と

持って︑﹁中退﹂ではなくて﹁卒業する﹂

ると言っています︒近代に尊敬と敬意を

知る)こそが︑一番大事なことだと思い

(仏教)が説くいわゆる﹁知足﹂(足るを

宗教的価値が重要になってきます︒宗教

対するアンチテーゼを広めるためには︑

こがましいですが︑物質文明型の教育に

宗教界の皆さま方に申し上げるのはお

ここを何とか︑王流になるよ︑?に

に急な中で主体的に主導権を取ってい

やインドネシア人などが受講しているの
ことを︑個人的にもこの即年間︑大学で
ます︒皆さまを通して︑われわれが学び︑

さて︑大呈生産文明は大呈廃棄という

デジタル革命の問題点

大生産文明と

が重要だと考えています︒

そして公教育の現場に活かしていくこと

す

ですが︑臼本人は本当にりーダーシップ
考えてきました0

ことです︒人工物を増やすそのために

ちそく

をとるのが苦手です︒

(03誘口0ヨ9牙

近代は︑人工物が多いことがいいこと
で︑社会の目標はGDP

私たちは﹁明治維新以来﹂ということ
大母生産する︒物を増やすことが善で︑

卒近代知識偏重からの卒業

をずっと一言ってきて︑知識偏重からの卒

大量生産文明を担う人材を養成するのが

勺﹃0皀旦)︑つまり生産量の数値を高める

業ということを今回は相当強く自覚して
社会から教育への要請でした︒

問題を引き起こしました︒これが人類の

ーー

います︒それはなぜなのかをあらためて

もちろん教育の現場には︑それに対す

まさに存在をも脅かしている環境問題で

打びや

る縣X局や懐疑︑反発はずっとありました︒

す︒大量生産文明が︑生産が得意な日本

申し上げたいと思います︒

結局︑玲・即世紀はどういう時代だっ

今でも︑そうした大量生産︑物質文明型
人をつくつてきたのです︒

共有する人びとと協働することが重要で

"いざ

たかということです︒明治維新の国家目
の教育に対するアンチテーゼや︑その先

ん︑これにも光と影があります0

す︒こういう時代には︑暗記反復を教育

けねん

標は富国強兵でした︒戦後も︑﹁強兵﹂

を覚えて︑それを高速に正確に再現する

し続けて能力をつけても︑結局︑仕事は

お手本

の文明もつくつてきました︒第1 ・第2

のが卯世紀の教育でした︒そのことは︑

ないというのが私たちの認識です︒

大量廃棄と共に︑大撮エネルギー消

次石油ショックが起こったことで︑電力

不良品を少なく生産性を上げるためには

最近︑人工知能が相当進化しています

人工知能時代を生きる人間の仕

の安定供給のために臼本は本格的な原子

19

^常に^要なことでした︒日^は^^
カ・反復力教育に大成功した結果

力発電に大きくかじを切りました0

これは大量生産が是であるということ
80年代に:一円勺啓器

0コ血︑︑︑つ

を疑うことなく︑それに必要な干不ルギ

まり世界一の工業立国になりました0

Z=ヨ哥﹃

1確保のために︑原子力発電に踏み込ま

2040年代には人工知能の知的活動が
人間の知的活動能力を上回るとの予測が

1990年代にパソコ

ンやインター︑不ツトなどのデジタルテク

あります︒

しかしその後︑

なくとも当時の(今でもそうかもしれま

ノロジーが普及しました︒お手本を正確

ン君﹂という人工知能を持っています︒

ぎるを得ないというロジックでした0 少

せんが)過半数を超える国民が﹁そうだ﹂

に大母にコピーする仕事は︑もはや人間

先日︑ある銀行の窓口業務の試験をワ

1BMという会社が﹁ワトソ

とい︑つ判断をしました0

の仕事ではなく︑コンピユーターの仕事

トソン君が受験し︑見事合格しました︒
に置き^わりました0

そのときに﹁ものの豊かさはもうそろ

これがデジタル革

そろいいじやないか﹂や︑﹁こころの豊

0年代に成人する子どもたちの時代に

204

日本などの先進国では︑ベルトコンベ

は︑銀行窓口業務は人間の仕事ではなく

これは何を意味するかというと︑

われましたが︑それが大きな流れになる

ヤーの前で朝から晩まで同じことを繰り

なるとい︑つことです︒

命です︒

ことはありませんでした︒そのつけが東

返すとい︑つ仕事はも︑つぁりません︒にも

かさが重要じゃないか﹂など︑当時も言

日本大震災で来てしまったのです︒こう

かかわらず︑中学校・高校ではひたすら

つくることです0

この世に一つしかない

人間の仕事とは︑まさにゼロからーを

に広がっています︒人工知能にできない

どもたちの仕事はないという懸念が急速

この先︑部世紀型の教育を行っても︑子

る仕事についての研究が進んでいます

2040年代になくなる仕事︑残

した反省から︑﹁卒近代﹂しなくてはい

マークシート式勉強法が続いています0

今︑

けないというのが私の考えです︒

︑不ツトといったデジタルテクノロジーが

ものを生み出すことを目ざして︑目的を

1990年以降︑パソコンやインター

急速な勢いで普及していますが︑もちろ
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ません︒今までの教育を劇度見直さなけ

ことをできる人間を養成しなけれぱいけ

か暫定的な個別解を出しながら︑これで

続ける力︑きれいに解けないけれど何と

解けない難問と向き合う力︑向き合い

いいのか︑あれでいいのかと常に矛盾と

れぱいけないとい︑つことです︒

それでは︑これからの人間の仕事とは

中・高・大学でどぅ築いてあげるかとい
︑つことが重要になってきます0

不確実

2100年までに何が起こるかなんて
い︑つことは誰にも分かりません0

まずは︑人工知能を使いこなし︑人工知

能に暴走されてしまいます︒ですから︑

を人間が把握できなくなったら︑人工知

矛盾や難問と向き合っていくのか︒ここ

はないかと思っております︒どうやって

恵を仏教や日本の社会は培ってきたので

私はこうした矛盾や葛藤と向き合っ知

ることです0

か

人生を彼ら彼女らが送ることができる

とが起こってくる中で︑どれだけ幸せな

性がどんどん加速し︑思ってもみないこ

能に振り回されない人間を育てることが
ろのありようや態度︑知恵をぜひ僧侶の

ど︑つ向き合っかが重要です︒

必要です︒そのためには計とは何か︑
皆さんから︑子どもたちやそれに立ち向

何か︒人工知能がどう計算しているのか

その本質について知っている必要があり
かわぎるを得ない教員の人たちに授けて

グローバル社会がもたらす複雑性

も︑つつ確実なことがあります0 グロ

2020年から今やっていることが本

ます︒日本の企業でも︑上司か部下か同

多様性も︑どんどん幾何級数的に進み

きか︑︑.弓゛︑つ

ーバル化はどんどん進みます︒複雑性

格化します︒文部科学省の職員にょく言
僚の中に確実に外国人が増えてきます︒

0らか

ます︒ 2040年になっても︑やはり人

いただけれぱ^変あり^たいと思ってお

その基盤やきつかけを用意してあげ

工知能には人の心は分かりません︒です
ります0

0

から︑感性や個性の問題を中心にするよ

いますが︑この年代に小学校に入学する
また今後︑イスラム教徒を職員として

う︑教育を見直す必要があります︒

人工知能が連立方程式を解いて﹁解な

子ども(現在の1歳児ぐらい)が何歳ま
迎えない会社はなくなります0

し

し﹂となったときが人問の出番です︒矛

で生きるかということです0

の4分のーはイスラム教徒になりつつぁ

゛ 0 上み

盾する方程式や葛藤する方程式が競合

実に2100年を超えます︒女性の寿命

り︑彼らと取引しなけれぱいけません︒

じ●ん

したときには︑解はありません0 人工知

は︑おそらく飾歳から肋歳ぐらいになる

今︑日立にしても︑パナソニックにし

今︑世界

能が﹁解なし﹂と一言ったときにこそ人間

2100年ま

女の子は確

の出番です︒解がない問題でも︑われわ
と思います0

そ︑つすると︑

れは向き合っていかなけれぱいけませ

釜石市の小中学校では︑病気で休んで

ではなく︑全ての教育の根幹に据えるべ

この防災教育のエッセンスを︑防災だけ

ても従業員の半分は外国人です︒今度は

いた子どもを除き︑その日学校に登校し

きではないかと述べました︒世の中には

で生きる子どもたちの人生の基礎を小

す︒まさに︑様ぎまな{示教と文化︑全て

ていた全員が生き残りました︒この小中

いろいろな想定外があります︒自然災害

尽くす﹂︑﹁指示を待たずに率先する﹂︑

の大陸の人たちと一緒に仕事をしてい

8%です︒それはな

ました︒﹁釜石の奇跡﹂です︒

<︒そうした複雑急な時代を生きてい
学生の生存率は卯・

その人たちが上司にも部下にもなりま

くことになります0

ユ一=ヨヨ円(ジレ ン マ ) ︑

災教育に理由がありました︒この防災教

群馬大学の片田教授が進めておられた防

^だったのか︒

ニユアルに頼り︑ミスを恐れ︑指示を待

なけれぱいけません︒そのためには︑マ

も人的災害も︑想定外を生き抜いていか

2004年から7年間︑

一昆烏・0鴇(取り引き)が続出します︒結

育には三つのポイントがあります0

そうすると︑何が起こるかというと︑

局︑私が申し上げているのは︑様がまな

﹁マニユアルに頼り過ぎない﹂︑②﹁ミス

ます0

g=ヨ又(衝突)︑

板挟みに合い続ける人生を︑これからの

を恐れず︑どんなときでもべストを尽く

学的りテラシー︑数学的りテラシーの三

OECDも同じことを考えてい

2015年︑先ほどの読解力︑科

実は︑

つていてはダメです0

子どもたちは歩んでいかざるを得ないと

す﹂︑③﹁指示を待たずに率先する﹂とい

つに加えて︑δ0=Nず0ヨ一一くn

たかというと︑﹁マニユアルを覚えろ﹂︑

つて︑即世紀の教育は何をしてき

て︑今年調査しています︒

︑?とい︑つことで︑この3年間準備してき

培おう︑あるいはそのことを測ってみょ

勺3ず一0ヨ

︑つことです︒これらを7年問︑子どもた

仇0Ξ=伽(共同して問題を解決する力)を

﹁ミスをするな﹂︑﹁指示を待て﹂と︑ま

0 ι力 史

ちにとにかく教え込んでいたそうです︒

①

いうことです0

東日本大震災の教訓
創造的復興教育の確立

私が副大臣のときに︑東日本大震災が

来年の今ごろ︑おおよその結果が出ま
さに真反対のことを行ってきました0

す︒巧歳の日本人について︑

こ

起こり今なお大変な^況にありますが︑

れは決して防災教育だけの話ではありま

ぶん1番か2番でしょうが︑この﹁共同

不安です

して問題を解決する力﹂については少し

3教科はた

被災地では多くの子どもたちを学校で失

せん

ひつぜつ

︑つという︑筆舌に尽くし難い経験をしま

そこで︑私は﹁創造的復興教育﹂とい
︑つことを申し上げました0

した︒今なお保護者や地域の皆さまは︑
大変な苦悩と向き合うておられます︒こ

に頼り過ぎない﹂︑﹁ミスを恐れず最善を

﹁マニユアル

のような中︑奇跡が起こった地域もあり

20
宗繊 2016イF3 Ⅱ牙
宗報却16年3"リ

21

宗門総合振興計画

新た女始まク

宗門総合振興計画

新た女始ミウ

創世紀を生きる力
フランス政府か ら は ︑

2018年には

﹁δ0=帥ず宮里一てn

せていく︑これが山ユ乏0牙であり︑そ︑?

のにするためにそれぞれのTP0で合わ

ン﹃一蔓0牙﹂です0

δ00廿§二0コは作業を一緒にすることで

いう人たちを育てていかなければならな

乃§ヨn

すが︑違う文化や能力︑才能を持った人
いとい︑つことです

し︑一う﹃︑(ご

たちが︑チームを組んで試行錯誤しなが
8二=ケ0亘一0=

ら問題解決していくことを

を加えてほしいとい

0‑0ケ巴

といいます0

9ヨ又宕=Q

︑つ提案を受けました0 まさに︑異宗教

ではありません︒人びとが一期一会でつ
人工知能にはできない問題と向き合え

いちごいちえ

矛盾や葛藤こうしたものと向き合って

これからの教育

異文化・異民族がどうやって共生をして
くり上げていく価値︑こ︑つしたことを全
る人材︑こころの問題や答えのない問題︑

)ニモ0牙は芸術のことだけ

いくのかということです0 討世紀を生き
教育は山ユ・

舌牙です︒

部曾一乏0﹃"と呼んでいます0

として{疋幾し︑その測{疋方

る大変大事な共生する力を︑ 0‑og‑
9ヨで又雪Q

いく知恵を︑新しい幻世紀の教育は根幹

しかし︑それは分かるが︑われわれは

この世に一人しか存在しない子ども

る︒そして︑その最善の教育は︑昨日と
何をしていいかよく分かりません︒皆さ

法を議論しようという提案です︒議論を

例えぱ二人

まが仏教で培ってこられた学びや知恵

に据える必要があります︒

今日︑明日では変わります0
B

に︑そのときの最善の教育は何かを考え

で非行したときに︑

を︑教えていただきたいと思っています

経て︑釧力国はじめ全世界に対して
0‑0ずN‑

君はそっとしておこう︒これが教育です︒

こういうときにこそ︑原点に返ることが

の重要さについて︑

メッセージを発してくれという提案が︑

A君もB君も同じ非行をしたら

60ヨ勺ゆ一今Q

フランスから来ていました︒

法律は︑

必要だと考えています

昨日と今日の

A君は叱るけど︑

が発生しました︒このような状況の中︑
同じ処罰を下しますが︑教育は法律では

今回フランス・パリで同時多発テロ

世界の人が共生する力(0‑0ケ巴
ありませんから︑まさに豊美0﹃天です0

医療も介護もそうです0

む

と何かを為す3年間を送ってきた高校生

ど︑つ教えていくか0

題が非常に重要になってきます︒これを

けれぱなりません︒倫理的・政治的な問

校を出た瞬間に︑公共の担い手にならな

まもなく選挙年齢が玲歳になります︒高

とは何かということを学びます0

いう教科が﹁公共﹂になります︒﹁公﹂

高校はかなり変わります︒﹁公民﹂と

全ての教科に取り入れようとしていま

は︑先ほどのアクティブ・一フーニングを

改定しておりますが︑小中学校について

いう議論をしています︒学習要領を

︑つな4年問︑ 6年問をつくつていこうと

した

また︑

ではなく︑日々抱えている課題解決のヒ

ことは難しいようです︒教科宵の中の話

なかなか高校段階で学ぶ面白さを感じる

いです︒私も倫理や哲学が大好きですが︑

う問題があります︒倫理は︑非常に面白

人なので︑ここをど︑つしていくのかとい

いい教科・をつくつても︑最後は教える

全然足りません︒いくら学習指導要領で

宗教をしつかり教えられる高校の教員が

ただ極めて残念ながら︑哲学や倫理︑

ため︑4^^会にご^^いただいています︒

くということを学習指導要領に盛り込む

つまり違いを認めながらも共に生きてい

や判断力などについて他者と熟議する︑

ました︒あらためて倫理や哲学︑価値観

て︑効率性・正確性の議論ぱかりしてき

とにどう向き合えるか︒それを最善のも

ます0

しかし︑竝日通

乗り越えたかという歴史的思考力を教え

哲たちが︑いかに難問と向き合い苦労し︑

します︒歴史は暗記の学問ではなく︑先

つたものを﹁歴史総合﹂というかたちに

直していく︒歴史は日本史︑世界史とあ

その他︑国語をもう回しつかりと見

て広げていただくポイントになるのでは

の実践例を新しく開発し︑世の模範とし

きたいと思います︒それぞれの現場でこ

現場で様ぎまな実践例をつくつていただ

ぜひ宗教者の皆さまには︑それぞれの

るのではと考えています0

哲学や倫理の面も含めてご指導いただけ

度は大学の側がさらに花開かせていくよ

験に亦武え︑大学に入ってきた学生を︑今

︑︑
が゛︑
そのまま大学に行けるような入学試

今︑私どもは日本哲学会・日本倫理学

ントがそこにはあります0

る教科にしていこうと思います0

病状は違いますし︑︑心のありようも違い

私は︑誓を読み︑友や師と語り︑仲間

9ヨ又一ヨ邑は︑ますます重要になって
くると思います0

私は︑慶應大学助教授時代マサチユー

会・日本仏教学会・日本印度学仏教学会

の教員の力畳をはるかに超えます︒教員

術会議から大変素晴らしい報告杏をいた

まさに︑この世に一つしかないこ

の四つの学会から共同要望をいただき︑

だけで教えることは難しいし︑教員も答

だきました0

セッツエ科大学と共同研究を行っていま

その要望を中︑心に据えて︑これから倫理

えを持っているわけではありません︒先

現在︑世界史でも日本史でも3800ぐ

そのときの研究テーマが

教科の再編成を実施していきたいと考え

ほどコミユニティ・スクールの話をしま

らいの用語を覚えないといけません︒こ

0

ています

す

矛盾や難問︑葛藤と向き合っとなると︑

したが︑高校においても︑各地域や教育

れを2000に減らす代わりに︑思考す

この報告杏にょりますと︑

その他の教科

ないかと思っています︒

ものを深く考えていくことが非常に大事

委員会で活躍いただいている皆さまに︑

日本学

です0 今まで︑価値観の議論をさしおい
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もそ︑つです0

ることに重点を楓きます地理について
のではなく︑思考し判断していくという

とをきちっと極めていく︒知識を覚える

す0 さらなるご指導とご鞭捷をこころよ

く時期が来ているのではないかと思いま

培ってきた知恵を教育に生かしていただ

︑?こざいました
(講演終了)

せていただきます本日は誠にありがと

りお願い申し上げまして︑私のお話とさ

ことを科目に盛り込むことが議論されて

英語は﹁聞く・読む・話す・書く﹂の

少し長くなりましたが︑今︑私どもが

い ます0

ピユーター社会の光と影︑可能性と限界
どのようなことで悩み︑もがきながら試

四つができるよ︑つにします0 情報はロン

の両方を勉強してもらおうと考えていま
行錯誤しているのかの一端をお話しさせ
ていただきました︑まさに今こそ仏^が

なや

す

理数は﹁数理探求﹂として︑一つのこ

A1

(人

る若い人の姿が子どもたちの憧れの
存在ともなっていること︑

しかできないことは何か﹂と鈴木先

す︒そうした状況の中で︑﹁人間に

るのではないかとい︑つ説がありま

ることが可能になったA1が主導す

後の未来の発展は皮発的な学習をす

の学力の現状︑学習指導要領がアク

OECDにょる調査に基づく日本

ただき︑教育界の現状を学ぶ希有な

に摘出され︑分かりやすくご説明い

講演は︑現場の課題を網羅的に明快

界を牽引されている鈴木寛先生のご

教育行政の最前線で︑力強く教育

宗教界︑仏教界にとって︑非常に深

い︑つご指摘もありました0

これは︑

ことのできる先生が不足していると

あるようですが︑その内容を教える

中で宗教や倫理︑哲学を学ぶ機会が

という新しい教科が設けられ︑その

ずに済むことや相談相手になってい

生み出され︑子どもたちを孤立させ

てその試みの中で﹁斜めの関係﹂が

ニティ・スクールという試み︑そし

と︑地域住民が中心となったコミユ

ーワードとして改革されつつぁるこ

能動的に解を見つけていく学び)をキ

ティプ・一フーニング(主体的に考え

基づく社会への貢献﹂という基本方

合振興計画﹂の中で﹁仏教の精神に

ない︒﹂と示され︑宗門は﹁宗門総

位は︑教育上尊重されなけれぱなら

教養及び宗教の社会生活における地

寛容の態度宗教に関する一般的な

本法﹂第巧条には︑﹁宗教に関する

割や仕事がA1に代替され︑それ以

人間の能力を超え︑人間の多くの役

上しているA1が︑ 2040年には

ーマでした︒指数関数的に能力が向

して様々なことを考えさせられるテ

とりわけA1の問題は︑宗教者と

した0

も新鮮で重要︑かつ刺激的な内容で

丘山願海(総合研究所長所感

生は問題提起されました︒そして︑

刻な問題です︒宗教︑倫理︑哲学は︑

針を打ち出し︑その中で﹁仏教的価

工知能)と教育の関係など︑いずれ

A1にはできないことをできる人間

人間にとって極めて重要な知的財産

値観の発信﹂を目指して活動を始め

もみら

を養成できるのは︑感性や個性の問

です︒幽分の生き方を展望し︑選び

ています︒この活動を具体化してい

ここ乃

題を中︑心とする教育であり︑こころ

取っていく大切な時期に︑釈尊︑

くための重要な指針やヒントを︑鈴

う

の問題や答えのない問題矛盾や葛

親︑聖人︑道元禅師︑プラトン︑カ

木先生の問題提起の中に見いだすこ

,

藤へ向き合うていける知性を根幹に

ント︑孔子といった先人の貴重な思

とができました︒総合研究所は︑先

機会となりま し た 0

据えた教育であると提一言されまし

素の道行きとともに生きる経験がな

生より頂戴した貴重な情報を元に︑

し

しや('︑ん

た︒先生のビ提言に示された教育の

けれぱ︑未来を担う若者たちの歩み

一層力強く︑仏教の精神を社会に発

らえ

ど弓げんぜんじ

かたちは︑まさしく仏教の大切にし

に差し込む光が失われてしまうので

信していく所存です

こうし

ている﹁智慧﹂という言葉につなが

はないでしょ︑?か0

2006年に改正された﹁教育基

﹃︑く

つているものではないでしょ︑つか0

そうした教育改革の中で﹁公共﹂

