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『明日をひらく教育』１９６８年１１月（日本映画教育協会／日本視聴覚教具連合会） 

教育近代化への道  
 

 

 

明日が来るまでの長い夜が問題 

 

何故未来を語るのか 

未来の教育を語るということは、どういうことな

のであろうか。未来が自然に訪れるのはただ自然時

間のみのことであって社会は自然には未来の姿をあ

らわさない。いまわれわれが現在をのりこえなけれ

ば、現在は永遠につづくから、未来は訪れないこと

になる。時間的にすぎて行くが、いつまでも現在の

社会がつづいて行くのである。未来はだから、われ

われが何をなすかにかかっているのである。 

未来を語るというのは、実はわれわれのいまなす

ことを語ることになるのである。つまり、新しい未

来への努力を語ることになるのである。 

ところで日本人は、新しい未来が自然に訪れると

いう考え方をもっているのではないかと思われる程、

いま何をなすかという努力を語ることが少ないよう

である。つまり現在の否定、現在をのりこえる努力、

そういうものなしに、新しい未来を空想するのであ

る。これは従来日本人が新しい未来を、いつも自分

自身の努力でなく外国の模倣という形でつくりあげ

て来たからである。つまりいつも二番手国であった。

だから未来はいつも向こうからやって来るという印

象をもち勝ちである。 

二番手国でなく、一番手国が新しい未来を切りひ

らく努力は、大げさにいえば血みどろのたたかいが

あったであろう。いなあったのである。誰れでも住

みなれ、しなれたことを殊更工夫してやることはい

やがるのである。しかしそれを克服して新しいもの

を創り出すのが本物の明日をひらく努力なのである。 

本物の未来は決して外からは来ない。われわれ自

らが自分のいまの中からつくり出すのである。それ

は現在のものを土台にしつつ、しかもそれを否定し

て新しいものに生まれかえさせるのである。科学的

精神、批判的精神によるあくなき追求意欲が新しい

真実を生み出す。その真実を実現する努力と勇気が

新しい未来を創り出す。このことを前提としない未

来論は無意味であり有害である。 

 

自己革新こそが第一歩である 

教育者は近代化、現代化ということが好きのよう

である。それは要するに教育の革新のことである。

しかし教育の革新は教育者の自己革新なくしてはあ

り得ないのである。あぐらをかいて、教育の革新を

語っても、そこから革新された姿は生まれて来ない。

まず自らが生まれかわることが先決であろう。 

新しい衣服を着るから新しい人間になるのではな

い。人間がかわるから、新しい衣服が必要になるの

である。新しい衣服を着ることによって、それにふ

さわしい人間になることもある。それは新しい衣服

が手段として使われたのである。しかしその場合も

結局は、人間がかわってそれにふさわしい衣服を着

るということが最後のねらいである。つまり人間が

問題なのである。 

教育の機器が新しくいろいろと工夫されているが、

それを使うことが教育の近代化ではない。教師や生
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徒がそれによって何を考え、何をしようとしている

かが問題なのである。それによって、より人間的な

ものを生かす営みに入っているか、そういう方向へ

進んでいるかが問題なのである。 

その基本的な尺度はなんであろうか。それは、す

でに一般的に耳にたこが当る程いわれている一人一

人の能力を育てるということである。このことは言

葉としてわかる。しかし言葉としてわかるというこ

とでは何にもならない。事実がそうなっているかが

問題なのである。伝統的な教育の方式の中で、個性

を生かすということも昔から考えられてきた。それ

も言葉としては一人一人の能力を育てるということ

なのである。だからただこの言葉が問題なのでなく、

その言葉のあらわす実体が問題なのである。それを

すこし明確に割り切っていうと、学級教育の否定だ

というようないい方になる。これもまた言葉である

からその実体は何かということはむつかしいが、し

かし多少具体的な形を問題にする言葉となっている。 

こういういい方で形を問題にすると、一人一人の

能力をのばすといういい方の時には感じられなかっ

たものが感ぜられる。場合によっては反発を感ずる

こともあろう。そこにしかし教育革新についての基

本的なわれわれ自身の考え方の問題がクローズアッ

プされるのである。われわれ自身、学級教育を否定

するような考え方になじめないであろう。そこにわ

れわれの自己革新の問題がある。 

 

新しいテクノロジーの考え方 

学級教育の否定というのは、言葉としてすこし強

すぎるが、しばらくはこの言葉を使っていこう。こ

の考え方は、教育における新しいテクノロジーと関

連して次第に実を結んできた考え方なのである。 

長い間、視聴覚教育という概念でわれわれの中へ

入りこんできていた方法もまた一種のテクノロジー

ではある。所が、これは現在のテクノロジーが方向

づけしようとしているものとは異って、あくまで学

級教育の中の一つの方法である以上には出なかった

といってよい。学級の教育の定型は、箱型の教室で、

一人の教師と、生徒の集団とが対している。教師の

リードによって、一斉に生徒が活動するのである。

基本はレクチュアの方法であろう。レクチュアの中

に、さまざまな教材が使用される。教材は教師の説

明の材料だといってもよい。メカニズムを使おうが

使うまいが、この構造関連にはかわりがない。視聴

覚教材・教具も、教師の講義の中に位置づけられて

いる。それ以上にはなかなか出られない。われわれ

の教育観、学習観は、教室の授業を度外視すること

はできなくなっているからである。 

新しいテクノロジーは、やはりそれとは根本的に

異った地盤から出ている。それは、教師の側に焦点

をあわせているのでなく、生徒の側に焦点をあわせ

ているのである。一般的な言葉でいえば、生徒の活

動を中心として教育を考えるということである。し

かし、従来の考え方からいえば、教師の話を聞くの

も生徒の活動だという考え方になる。新しいテクノ

ロジーの考え方はそうは考えない。説明を聞くとい

うのは、ある事柄（対象）について教師がある解釈、

認識をした結果を、教師の言葉を通じて聞くことで

ある。生徒の頭に入ってくるのは、だから教師の頭

を通じたものの姿である。生徒の物に対する対し方

は、教師を通じてであるから間接的である。 

新しいテクノロジーの考え方は、生徒を直接に物

と対決する場におこうと考えるのである。生徒は自

分で認識し解釈する。ただしその筋道はヒントを与

える。ヒントの与え方は問題になるが、基本的な考

え方は、物に対決する行動の仕方を会得させること

にある。つまり結果を与えるというのが伝統的な学

級教育の方式であったのに対して、結果を生み出す

能力を形成しようとするのである。この考え方が新

しいテクノロジーを生み出したのである。ティーチ

ングマシンといわれるものの開発もここに根ざして

いる。 

このテクノロジーは一人一人の生徒に対して、対

象を提示し、そこで行動させることにより能力を開

発しようとするテクノロジーである。それは学級の
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教育で教師が結果を与えるために使うテクノロジー

とは根本的にちがいがあるといわなければならぬ。 

かくして新しいテクノロジーは学級教育の外には

み出してものを考えているといってよい。 

学習というのは一人一人に成立するものであり、

ものをみたり、やったりする能力を形成しようとす

るのなら一人一人にやらせなくてはならないという

ことは当然のことであり、それは、学級集団として

一括して話を聞いているということとは根本的にち

がうということも当然である。学級教育とはちがっ

た教育になるのも必然である。しかし、これがなか

なかなじめないことで、われわれに自己革新の必要

な所以である。明治百年の伝統をこえなくてはなら

ぬことである。 

 

学級の両極分化 

新しいテクノロジーは、ただ個別の学習を必要と

するという考え方ばかりを主張しているのではない。

これまで何となく一学級４０人か５０人を考えてそ

の地盤でものを考えていたが、教師の講義や説明や、

あるいはデモンストレーションが必要ということに

なれば、その場合は何も４０人、５０人という学級

にとらわれる必要はないわけである。というのは、

そういうことなら１００人あるいは２００人を一括

してもできないことはない。そこにまた新しいテク

ノロジーを使うこともできようというものである。

その最もよい例はテレビである。現在日本中の人間

がテレビの前にすわって、かたずをのんでいること

を考えると、テレビのもつ説明的機能、デモンスト

レーション的機能は大きいのである。この方向を教

育が利用しないのはうそであるが、それもまた何も

学級ごとにテレビ一台をおいて教育するなどという

ように考える必要はない。一人一人の机の前にテレ

ビがあってもよいわけである。そして数百人がそれ

を見るのである。それでも、今の学級で教師が説明

するよりよい効率的な情報伝達が行なえるのである。

これも新しいテクノロジーの発展する分野である。 

これは何もテレビに限った話ではない。そういう

方向から、生徒への提示の仕方を考えてよいという

ことである。そうなると、これはある場合には建築

の問題ともなるかも知れない。数百人がどのような

場所でデモンストレーションに接し、次いでそれを

土台にして次の学習にうつるか、その機能的なあり

方を考えるのがテクノロジーの問題となる。 

そういう方向で考えると、学習の場の構成という

のは、最低は一人一人の学習の場があり、数百人が

デモンストレーションや説明に接する場があり、も

う一つの類型として、教師と生徒数人の（多分９人

とか７人位であろうが）ディスカッションをすると

いうような類型が考えられよう。この三つの場に、

今の学級という教育が分化すると考えてもよい。こ

れは生徒の集団がなくなるという意味ではないこと

はもちろんである。しかし伝統的な一切の教育がす

べて固定した学級をもとにして考えられるというよ

うなことではないということである。これも一足と

びにはなじめないことであるが、しかし考えてみる

と、テクノロジーが発達すれば、そういう考えにな

る方がより適切だということになりそうである。こ

こにも自己革新が必要なわけである。 

 

学級生徒数と教師 

われわれは過去１０年間、学級の生徒数の数をへ

らすことに努力してみた。その結果、５０人が４５

人になった。今後１０年でこんどはそれを４０人に

しようと考えている。この場合、この数そのものに

意味があるのではないから多少大ざっぱでもよいこ

とにしよう。つまりこうして何年かたって学級の数

が１０人とか２０人とかへることは確かである。学

級の生徒数は２５人位がよいといわれたのはもう何

十年も前の話である。その結果２５人位の生徒数に

なっている国もある。しかしその国でももうそうい

う方向で生徒数をへらすことが一人一人の能力を育

てるのに効果的であるとは考えていない。また現実

的にも恐らく不可能であろうと予想している。それ
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は教員の俸給が高くついて、その割に、目標として

いる一人一人を育てる教育は実現しないであろうと

いうことを見極めたからである。つまりこれから学

級あたりの生徒数を２人や３人へらすことに努力し

ても、結果として２５人が２２人になって、それで

一体どれだけ一人一人の能力を育てる教育になるか

ということである。 

一人一人の能力を育てる教育というのは、学級の

生徒数をへらすという次元で考える問題ではないの

である。しかもこれに加えて教員の人件費はどんど

ん高くなる。その俸給ののびに比して、教育の実体

は一向改善されない。つまり一人一人を育てること

に、どれ程も貢献していないということである。 

反対に、テクノロジーの発達のために投ぜられた

金額のいかに少ないことか。もし一学級の生徒数を

倍にすることによって、それによって浮いた費用を

テクノロジーの方へ投じたらどうか。これは面白い

試算になるからやってみるべきことである。 

しかしそういう考え方も、古い伝統的な学級教育

の中のテクノロジーでは出て来ないのである。学校

に映写機が何台かあって、学級ごとにフィルムを使

う、それは教師の説明をよりわかりやすくするため

だというような発想の視聴覚教育論では、視聴覚教

材・教具を充実することによって、教師のあり方を

変えるべきだとか、その数をへらしてもよいとかと

いう考え方は出て来ないのである。 

 あくまでも一学級の教師に対しての、その道具と

しての映画でありスライドであり、テレビであるに

すぎないのである。 

こういう点でも、考え方の転換が必要なのである。

それは視聴覚教具教材を学級の枠の中で考えること

を改めるということである。ということは、視聴覚

教具、教材といわれるもので、生徒の前に提示され

るものが何であるのか、何であったら、人間の能力

を育てることになるのか、いかに提示したらそうな

るのかを最初から考え直すということである。 

 

 

教材教具の転換 

このような考え方の方向は、またわれわれが長い

間なじんできたわれわれの周囲の教材、教具の具体

的なあり方に大きな転換を迫るものである。これが

またわれわれに反発を感じさせる。 

まず教科書の形がかわるであろう。それは教科書

の中味の変化から必然に出て来る結果なのである。

それは教科書をつくる人が、何かある対象をみた結

果を書いてあるものであったものが、生徒が見る対

象が出されて、それにどういう迫り方をして行くか、

それを導くような指導をなしうるようなものとかわ

るであろうということである。いなかわらなければ

ならない。この問題は、現実には、なかなかむつか

しいであろうが、その自己革新がとげられなければ、

わが国の教科書は益々おくれるばかりであるし、教

育自体のおくれとなるであろう。 

一体現在のような性格の教科書で、その中の言葉

をおぼえることばかりを強いられている人間が、い

かなる人間になるかということも、現代人は考える

力がなくなっている。それ以外のことが考えられな

いから、比較の尺度をもたないのである。しかしそ

れは奥深い所で人間のものの考え方を一定の方向に

ゆがめている。 

教科書の中に書いてあることを知っているかどう

かが主な関心事であるから、いつの間にやら、知っ

ていること、それも実は口先だけのことが尊いのだ

という感覚をつくっている。自分はそれは知らない

ということがいえないような人間がつくられる。知

らないことでもいいかげんに知ったかぶりをするか、

でたらめをいってあたれば幸いというようなものの

いい方をする人間をつくっている。テストにでたら

めの答案が出て来るのはそのせいである。人と対し

て、何とか口先でごまかそうという人間もそうであ

る。人前で立派なことをいって裏でごまかしている

人間もそうである。こういう風潮は今全体に行きわ

たりつつある。 
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そういう人が、書いたことをおぼえて知っている

ということが尊重されるのでなく、自分がぶつかっ

た事に対して適切な反応をするということが大切だ

という考え方になるには、そこにまたすべての人々

の考え方の転換、つまり自己革新が必要なのである。 

これは一教科書のことでない。教材というものが、

すべてその性格を変化しなければならないのである。

視聴覚教材はそういうものたりうる性格を本来もっ

ているにかかわらず、いつの間にか学級教育の教師

の道具と考えられることにより、その本質的機能を

失ってしまっている。情ないことだが、これから抜

け出すことが大変であろう。人々の考え方が容易に

かわらないからである。 

 

教育革新への地盤づくりは広く深い 

内容だけがかわるのでなく、その提示の方式もか

わらなければなるまい。学級がその教材によって説

明をうけるのでなく、一人一人の生徒がそれを材料

にして自分で考え、自分で何かをやるような形で、

使われなくてはならぬ。そういう方向への教具の開

発は、わが国では著しくおくれているのである。そ

の原因は、そういうものを必要とする地盤がないと

いうことである。つまり教育界がそういうものを要

求しないから、製作者もそれをつくらないというこ

とである。つくろうと思えばつくれないことはない

など負け惜しみをいっている時ではないのである。

よいものはつくってみて、使ってみて、つくり直し

て行く所に本当にできあがってくるのである。そう

いう努力が極めて乏しいのは困ったことである。 

さてこのように考えると、教育の明日が来るまで

にはなかなか長い夜が続きそうである。一寸ひろっ

ただけでもすぐこれだけの問題にぶつかり、それを

打開する努力がまた大変なものだといぅことはすぐ

わかる。なんとかごまかせたのは明治百年まででは

ないだろうか。これからの教育は本質的につくり直

す必要があるような気がする。何を教えるのかには

じまり、どう教えるかまで、人々は科学を駆使して、

それこそ巨大科学という形で、この問題を解かなけ

れば、新しい教育はつくり直せないのではないか、

そういう雰囲気が今のわが国にあるのかというと、

そこが問題ではないだろうか。 

教育の最高の府である大学が、一人一人の学生を

育てることに明らかに落第してしまっている。それ

は一部の学生のためにそうなったのではないことは

もはや明瞭だと思う。しかしそれが小中高の教育と

関係ないといえるだろうか。これも多くの人は気づ

かないでいる。 

 そういう雰囲気が、教育を革新させないでいるの

である。泰平ムードというのかも知れない。教育の

革新は、まず泰平ムードをいかにして打ち破るかに

あるのではないか。

 

新しい学習システムと未来の教育 

 

コンピューターのはたらき 

新しい学習システムの一例としてコンピューター

による学習指導のことを考えてみる。そのことがわ

れわれに新しいシステムの基本的な問題を示唆して

くれそうだからである。 

コンピューターによる学習指導とは、少しく擬人

化していえば、コンピューターと生徒との対話によ

って学習をすることだと考えてよい。対話といって

も、本当に話すことではない。機械的にいえば、コ

ンピューターはスライドプロジェクターを動かす人

間のかわりのような役目をしているものだと思えば

よい。そのプロジェクターによって、スライドが生

徒の前に提示される。生徒はそれを読む。たとえば、
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犬の絵がかいてあって、ここには大が何匹いるかとい

う問が出ているとする。そうすると生徒はそれを読ん

で答を出す。一匹とか二匹とか。それをコンピュー

ターに知らせる。知らせる知らせ方は例えばタイプ

を使う。タイプライターで一匹とか二匹とか打つ。

こういうことを対話といったのである。 

ところで、タイプライターで打った答え、機械的

にいえばキーが動いたことになるが、それを電気信

号にかえてコンピューターに知らせる。コンピュー

ターは、その信号をうけとって、正しいか正しくな

いかの判断をする。 

判断をするというのは、つまり計算をするのであ

る。あらかじめ正しい答をおぼえておいたのと、生

徒の答とを比べるのである。引き算をするといって

もよい。それはコンピューターが＋－の電気信号の

組み合せで記憶しているので、タイプライターから

の信号をやはり＋－の信号にくみかえて、これを比

べて引き算をするというように考えたらよい。かり

に＋を１、－を０とすれば八けた（何けたでもよい

が）なら、かなりなことが記憶できることになる。

全部が＋の場合と全部が－の場合との間に６４通り

あることになる。この方式を使えば、正しいか正し

くないかだけでなく、どこが誤りであるかという診

断も細かくできるわけである。その診断にしたがっ

て、もう一つコンピューターに、この場合は次のス

ライドの何番、あの場合は何番を出せという指令を

おぼえさせておけば、それに従って生徒の前にスラ

イドを提示する。 

 こういうことは一人対一人という教師と生徒の場

合であれば当然行なわれていることである。このこと

をコンピューターは同時に何十人、何百人に対して行

なうことができるという働きをもつのである。しかも

一人一人に対して、その答え方に応じて異った対話を

することができる。ここがコンピューターの特色だと

いえよう。しかもその反応のスピードが物すごく早い

のである。（もちろんそれは、コンピューターの大き

さと関係がある） 

以上のようなコンピューターの働きを考えてみる

と、コンピューターが教育上重要な意義をはたす所

は、第一に教材提示の働きだということである。こ

の場合教材というのは従来の教科書教材という意味 

ではなく、もっと行動的な意味をもっている。つま

り生徒に行動を要求する対象、あるいは行動を促す

刺激、課題を提示するということである。 

第二に、その提示を一人一人の生徒の行動を考慮

に入れて提示し得るということである。Ａの生徒に

はＡの生徒の反応に応じ、Ｂの生徒にはＢの反応に

応じて提示する。つまり個別に対話することができ

るが、しかも集団と対話できるということである。

集団を個別的に扱うのである。ということは、個別 
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の生徒の反応をそれぞれ診断して、その結果によっ

て、指導の手をかえるということ、つまり人をみて

法を説くということを実行することができるという

ことである。この第一と第二は密接に関連している。

つまり行動的な教材を出すから、それに対する反応

を分析し、そして診断するのである。そういう意味

で、コンピューターの役割は、診断指導ということ

を、集団を扱いながら個別に行なうことができると

いう所に、特色があると見ることができる。そして

この点こそ、実は現代の教育が解かねばならぬ課題

である。その課題を、コンピューターを採用するこ

とによって解きうるのではないかという目安ができ

たということが、その基本的な意義である。 

 

人間（教師）のはたらき 

しかしコンピューターはまだそういう方向を出し

たというにすぎないのであって、現代教育の課題が

解決されたということではない。コンピューター万

能という考え方をしてはいけない。 

第一にコンピューターは、教材（行動対象）提示

の操作をするのであるが、その教材そのものを提示

する形式は、いまの所極めて限られた形式のものに

対してしか操作する能力をもっていないということ

である。つまりスライドプロジェクターを動かすと

いうこと位が、今の所の能力なのである。もちろん

コストを高くすれば、もっといろいろなこともでき

ないわけではないが、それは教育という現実活動の

場に持ってくるようなものではない。また反応の仕

方を分析するといっても、タイプライターで反応し

たのを分析することができるという程度で考えてお

いた方が妥当である。ライトペンなどということも

考えられるが、これも前の理由とおなじように一人

一人の生徒の反応の道具として考えると、コストが

かかりすぎて現実性がないということである。 

だからコンピューターの能力が発揮されるために

は、コンピューターと人間との間に入って仲介の役

割を果す機械（端末機とかターミナルなどという）

が今後開発されなくてはならぬ。たとえば、声で対

話できるというためには、声を出し、人間の声を聞

きとるというような働きをする端末機を開発しなく

てはならぬのである。そこにはまだなかなかの問題

がある。そういう意味ではコンピューターは極く限

られた分野の学習活動にしか、使う段階に至ってい

ないということである。この意味で万能ではないと

考えるべきである。 

次にもっと根本的なことをはっきりしておかなく

てはならぬ。これまでコンピューターが診断し、指

導するといったが、コンピューターがやるのではな

く、それは人間がコンピューターにあらかじめ、こ

ういう場合はこういう信号を出せと指示をして記憶

させておくのである。コンピューターはその記憶し 
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たことにしたがって、ある信号がくれば、その信号

を記憶のどれであるかとさぐり出して、それに従っ

て行動するのである。 

こういう意味ではコンピューターはそれを使う人

間の影にすぎない。つまり教育者が使えば、教育者

の立てたプログラムにしたがって動く、ロボットに

すぎないのである。万能でない所か、単なるロボッ

トなのである。このことは、人間の仕事が大へん細

かくなり、量がふえてくるということである。これ

までの教育は教師がその場その場で、いわゆる出た

とこ勝負でやっていたが、それを精細にプログラム

しておかなくてはならぬということである。それは、

人間にどのような行動をさせるのか、その行動をす

るには、何に対してなのか、その行動の結果はどの

ようなものであるか、反応はどれ位の類型があるの

か、その類型はどういう前提や原因ででてくるのか、

その類型にしたがって、次にどういう指導がなされ

なければならないのか、こういうことを科学的に精

細に計画しなくてはならない。これは大変な仕事で

あるが、人間を教育しようということを考えるなら、

本当はあたり前のことであって、これまで、教科書

一冊で、あとは教師が適当にしゃべっていたという

教育活動自体がおかしいのである。つまり、教師の

職人的性格が新しく科学的な方法にとってかわられ

なければならないのである。 

教師がコンピューターを使うということになれば、

教育プロセスを科学的に構成する設計者という性格

をもたなくてはならぬ。恰も産業の中で、流れ作業

のプロセスを設計する設計者とおなじような設計技

術をもたなくてはならないのである。 

 

未来の教育 

コンピューターを例にとって、学習のシステムが

どのようなものになるか、そのための前提は何かと

いうことを考えてみたのである。実はそれは、新し

い教師が、コンピューターのような教師の助手とな

るものを使って何をしようとしているのかというこ

とを考えたといってよいのである。一人一人の行動

を診断し指導することを通じて人間を育てようとし

ているのであるということである。しかしまだそれ

は一部でしかない。教育の分野は広いから、全面に

わたって、それを完成するには、コンピューターだ

けではだめであろう。 

ただコンピューターの例は、われわれに、そうい

うテクノロジーを使うことによって、今までに不可

能であったことが、実現可能になるということであ

る。一人一人の個性にあった教育などということが、

口ではいわれても、実際にはお題目にすぎないこと

であるとは誰も感じていたのであるが、テクノロジ

ーの採用によって、つまり新しい機械を使用し、そ

れをうまく使えば、新しい個別指導の技術が生まれ

るということが明らかになってきたのである。この

ことは大切なことである。 

しかしそれと同時に、教師の技術に対するセンス、

つまり新しい技術学的な教養は絶対不可欠のものと

なってきた。ここで技術というのは、何も機械をい

じくることをいうのではない。そんなことは子ども

でもできることなのである。なれさえすればできる。

それより大切なことは、それを十分に使いこなすた

めに、教育のプロセスを設計し得る科学的技術であ

る。つまり学習のシステムを設計し得る設計者的技

術の獲得が大切な問題となってくる。そこへどのよ

うにして教師が近づくかということが現代教師の課

題なのである。 

それができなければ、未来の教育などというもの

は一片の夢でしかないのである。そういう意識が現

代の教師や教育界の指導者に不足している。学習の

システムを設計する能力のない教育の指導者たちが、

未来、未来とさわいでいるのはにがにがしいといわ

なくてはならない。何より大切なことは、ほんの少

しずつでも、学習のシステムを設計する努力をする

ことである。 

 新しい学習システムは、結局われわれが従来つみ

あげてきて、これでよいと思ってやっていることを、

ひとつひとつ切りくずすことになる。 
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学級で教えていたことが、学級が破壊されてくる

ことになる。教師が説明していたことが説明しなく

なり、生徒が自分で学びとるようになる。教科書の

形がかわる。学年という段階をふんで学習指導をし

ていたが、生徒は個別に進んで行き、一人の生徒で

もある教科は進み、ある教科はおくれてくる。そう

なると、学年制はくずれてしまう。こう考えると、

これはわれわれのこれまでの習慣となっていたもの

がくずされることなのである。 

しかもそれは決して他から与えられるものではな

い。今、上にあげたようなことは、われわれが自ら

の努力によって、積極的に、自ら過去につくってき

たものを、破壊して新しい習慣をつくる努力によっ

て生まれてくるものである。つまり生み出さなくて

はならぬものである。 

自らが立っていた地盤を自らつきくずすというこ

とによってのみ新しい未来をつくることができると

いうことは、考えてみれば大へんなことである。われ

われは覚悟をしなくてはならない。そういう覚悟がで

きるか、できないかで未来の教育が、われわれの前に

その姿をあらわすかどうかがきまるのである。 

未来の教育の姿をいくら語っても本当は意味がな

い。今の課題をいかに明確に認識し、それを打開す

る努力をするかということがより大切なことである。

それには現代教育の課題といわれるものの実体を明

確に認識すること、それに真剣にとりくむことであ

ろう。 
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