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Abstract 

 

The fifth annual conference of JAILA included the symposium on ‘liberal arts’ and 

‘sciences,’ two academic and educational keywords which have been widely used with notorious 

sloppiness. The symposium featured four unique speakers, each of whom is in a sense a 

transborder researcher; they have crossed the border between humanities and sciences in their 

career and thus developed their own views on liberal arts, which they have met in several different 

ways in their life. It is a shared wish of all the speakers that their combined knowledge presented 

in the symposium could have given a step towards reconsidering ‘liberal arts,’ undoubtedly one of 

the most important topics to be tackled by JAILA. 

 

1. はじめに（北 和丈） 

 

教育をめぐる文脈で「教養」の価値や役割が語られるとき、その言葉の背後には、特定の知識の総

体を表す意味合い、制度の一部を指す意味合い、エリート主義的な姿勢を肯定/否定する意味合いなど

が混在し、ともすれば焦点の定まらない不明瞭な議論に終始することも少なくない。この混沌とした

概念に一つの像を与える試みとして、日本国際教養学会第5回全国大会の公開シンポジウムでは、「理

系」という言葉を一つの補助線としたうえで、なんらかの形で「理系」と「文系」の横断を体験した

各登壇者が、越境者ならではの視点からそれぞれの「教養」論を展開した。名称に「教養」の語を冠

する本学会が避けては通れない「教養とは何か」という大きな問いを考えていくに当たって、本稿が

一つのきっかけとなることを強く願う。 
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2. 教と養、読書と不立文字（堀 正広） 

 

2.1 はじめに 

 本稿は、本シンポジウムのテーマである「『理系』の『教養』とは」について三つの面から提言して

いる。その提言は、筆者の経歴と密接に関わっている。一つめの「理系」に関しては、筆者は、中学

卒業後 5年間の教育を授ける工業高等専門学校、いわゆる高専の電気工学科の卒業生である。その後、

大学の英語英文学科に 1 年次から入学し、大学院を経て英語教員になった。現在は英語学・文体論を

専門とし、コンピュータを使った文体研究を行っている。二つめの「大学教育への提言」に関しては、

勤務校において、これまで学科長 4 年、学部長 4年、大学院研究科長 2年、そして図書館長 4年を務

めた。この間大学のカリキュラムの改革に取り組んできたが、いつも隔靴掻痒の感があった。これま

での役職の経験に基づいて「大学教育と教養について」提言している。三つめは、タイトルの禅語「不

立文字」に関してで、学生時代から現在まで 30 年以上、居士禅の会である「人間禅」において、臨済

禅の正脈の法を嗣いだ師家のもとで禅の修行を行っている。その視点から「教養」を考えてみたい。 

 

2.2 「教養教育」及び「教養」についての最近の動向 

 大学における「教養教育」についての議論が最近盛んに行われている。たとえば、2016 年 8 月 18

日から連続 4 回、朝日新聞に「教養なんていらないの？」という特集記事があった。様々な領域の人々

にインタビューを行い、「教養とは何か」を読者に問いかける記事である。ネットで教育事業に参入し

ようとしている実業家川上量生は、IT 教育の必要性を唱え、教養とは、「ある時代や集団内でコミュ

ニケーションをするのに最低限度必要だとされている知識。レベルの高い議論をするのに必要な共通

言語」と考えている。ここでいうコミュニケーションとはコンピュータに関する知識を含んでいる。

また、「レベルの高い議論をするのに必要な共通言語」とは日本語力だけでなく、世界の共通語である

英語のことを言っている。つまり、IT 技術と英語が教養であるという。また、この特集記事のちょう

ど一ヶ月前の朝日新聞の「教育」で、企業再生会社「経営共創基盤」CEO の富山和彦は、「実学的な

基礎技能こそが教養中の教養である」として、現在の多くの大学における文系教員を中心とした「教

養教育」の不要論を唱えている。この富山和彦氏は文科省の科学技術・学術審議会基本計画特別委員

会委員でもある。 

 この二人の意見は、コミュニケーション力と IT 技術と英語と経済に関する基礎知識が教養にとって

最も重要であるという考えである。文科省の重要な委員であるこの二人の意見に足並みを合わせるよ

うに、現在の大学教育においては、教養教育はこれまで以上に実学重視の傾向を示している。 

 

2.3 「教養」を「教」と「養」で考える 

 それでは、「教養」とは何かを考えてみたい。辞書によって定義の違いはあるが、共通するところは、

「教」は「おしえる」、「養」は「そだてる」という意味である。さらに、「おしえる」を意味する「教」

とは、学問や知識、つまり外界から入ってくる「情報」である。授業や読書などの外界からの刺激に

よって「教え込まれる」知識や技能である。一方、「そだてる」を意味する「養」とは、外界からの情

報に刺激されて、内面的に磨き高められていくものである。主体的に養い育て熟成させ、「心の豊かさ」
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や「人格や人間形成」に寄与するものである。 

 こう考えてくると先ほど引用した、川上量生氏や富山和彦氏の教養の定義は、外界からの情報の習

得に重きを置いていることになる。教えられる側の内面的な成長による心の豊かさは無視されている。

現在の大学での教養教育では、外界からの刺激である「教」に重点があり、正規のカリキュラムで「養」

の内面的な熟成を意識した科目はきわめて少ないと言えるであろう。 

 

2.3.1 「教」について 

 「教」を外界から入ってくる「情報」である学問や知識だと定義すると、最近ではその提供の仕方

が盛んに議論されている。以前は、大学教育において教授法が議論されることはほとんどなかったが、

最近の大学の授業のキーワードは、「主体的」、「アクティブラーニング」、「協働学習」、「おしえあい」

などである。これはいかに効率よく情報を学生に習得させるかという情報の与え方の方法論とも言え

る。つまり、「おしえる側」からの視点ではなく、「学習する側」の視点から情報の提供の仕方を模索

していると言える。 

 

2.3.2 「養」について 

 朝倉文夫（1883~1964）は、明治から昭和にかけて活躍した日本を代表する彫刻家で、「東洋のロ

ダン」と呼ばれた。彼は、大隈重信、板垣退助、滝廉太郎などの像を制作した。東京の谷中には朝倉

文夫が住宅兼アトリエとして使用していた建物「朝倉彫塑館」がある。そこで、朝倉が開校した「朝

倉彫塑塾」のカリキュラムには、専門の彫刻に関する科目に加え、必修科目として「園芸」という科

目がある。菜園を屋上に作ってこれを実習場とした。朝倉には「植物を育てることは自然を見る目を

養うことに通じる」、「植物は土によって命が育まれる、彫刻もまた土によって命が吹き込まれる」と

いう考えが根底にあった。講義や書物からの知識という外界の刺激だけではなく、内発的な感性を培

う授業の必要性を感じていた。これはまさに「そだてる」ことを目標とした「養」の科目である。（朝

倉, 1934, p. 2） 

 新渡戸稲造もまたこの「養」を修めることを意識し、「養」を重視した教育を行った人物である。

たとえば、新渡戸は札幌農学校の教授だった32歳の時に、教育を受ける機会のない貧しい両親をもっ

た子供や文字が読めない職工や給仕などのために「札幌遠友夜学校」を友人や教え子たちと開校した。

生徒の年齢は数え年で11歳から27歳、授業料は無料で、教師は札幌農学校の学生たちであった。午後6

時をすぎると仕事や子守りを終えて生徒たちがやってくる。人格の形成を目標にしていた新渡戸は、

午後6時半から午後9時15分までの2時間半しかない授業時間に、勉強だけでなく特別活動にも力を入れ

た。春は運動会、夏は海水浴、秋は登山、学芸会、正月はカルタ会、そして、毎月全校生徒で合唱の

練習が行われた。これは新渡戸が知的な学習だけでは人間性が陶冶（とうや）されないことを自覚し

ていたからである。 

 新渡戸はこの「養」を修める「修養」を人格形成の要としていた。一般社会人の、とりわけ勤労青

年男女のために書いた『修養』では、『大学』からの一節を引いて、自らの身を修めることが最終的

に社会に貢献することになるとして「修養」の必要性を説いている。このように新渡戸は、教養にお

ける「教」を授けるだけでなく、「養」を育てることを重要視していた。この点からすると、現在の

文科省が進める教育には、この「養」の面での育成が明らかに欠けているように思う。 
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2.3.3 「教」に関しての提言 

 私が高専の電気工学科の学生だった頃に国語の授業で受けた「棚町式読書教育」を提言したい。高

専や大学の教授を歴任され、最後は国立国文学資料館を退職された棚町知弥先生の読書法である。高

専の 1 年生の時、つまり高校 1 年に当たるが、最初の授業で、2 年間で読むべき本のリストが配布さ

れる。太字で書かれている書名は必ず読まなければ成績は不可となる。標準体で印字されている作品

を読み終えた場合、成績は良。それ以外の本を読むと優の成績がもらえる。提出するのは、読書ノー

トのみ。印象に残った箇所を抜き書きするだけで、感想を書く必要はない。定期試験は、全て読書感

想文で、試験後は添削された答案用紙を前に、学生全員と個別面談がある。 

 太字の本は、『キュリー夫人伝』から始まり、島崎藤村の『破戒』、内村鑑三の『余は如何にして基

督信徒となりし乎』、夏目漱石の前期３部作『三四郎』、『それから』、『門』、武者小路実篤の『友情』

などが含まれていた。2 年目の最後の本は、島崎藤村の『夜明け前』だった。標準体の文字の本には、

ヨーロッパの文学作品が多く見られた。シェイクスピアの『ハムレット』、ゲーテの『若きヴェルテル

の悩み』、デュガールの『チボー家の人々』、ドストエフスキーの『罪と罰』などである。学期はじめ

の 4 月、5 月は、先生のやり方に対して、不平不満だらけだった多くの学生が、夏休み前くらいには

本を読む楽しさを感じるようになった。1年を経過すると友達同士競って本を読むようになった。 

 この読書法には二つの目的があったように思う。一つは読書の習慣を付けること。もう一つは、自

分の専門以外の読書の必要性である。二つめに関しては、棚町先生は私たちにいつも言っておられた。

「工学を勉強しているのに、なぜ文学作品を読むのですか、と聞かれたら君たちはこう答えなさい。

『私は工学を志しているからこそ文学にいそしんでいるのです』と。」 

 

2.3.4 「養」に関しての提言 

 禅の視点から「教養」の「養」を論じたい。禅は、「養」つまり、「心の豊かさ」の育成に関して、

その方法と手段において優れた養成方法の一つだと言える。その中で重要な点を一つだけ述べたい。 

 これまでの「養」の育成は体験を重んじると述べたが、その体験は知性や思考に訴えるものであっ

た。禅における「養」は、知性や思考が届かない、行き詰まったところの体験を重要視する。たとえ

ば、「不立文字」という禅語にあるように、悟りは文字や言葉によることなく、心から心へ伝えるもの

である。悟りは言葉で表せるものではないから、言葉や文字にとらわれてはいけないという。 

 この禅体験は、夏目漱石著『門』という作品にも描かれている。この作品は、鎌倉の円覚寺での実

際の体験に基づいている。主人公の宗助は禅の老師のもとで一対一の面談、つまり参禅を経験する。

与えられた問題、それを公案というが、それに対する自分の見解（けんかい）、これを禅では見解（け

んげ）といい、なかなか老師から許してもらえない。老師からはその程度のことはちょっと学問をし

た者なら誰でも言える、といわれ、宗助はどうこの公案に立ち向かっていいか分からなくなる。 

 宗助が老師から与えられた公案、「父母未生以前における本来の面目」の意味は、「あなたの父や母

が生まれる前の本来のあなた自身はどんなものですか」というものである。「父母」というのは、相対

世界を象徴的に表わしている。「相対」とは「対立すること」、「他と区別すること」。「絶対」とは「対

立するものがない、比較するものがない」「他と区別しない」ということ。つまり、「正しいとか正し

くない」とか、「悟りとか迷いとか」、「生とか死とか」、「賢いとか愚か」とか、「過去とか未来とか」、
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そういう時間、空間、思考、論理の相対の価値判断をする以前、対立する思考から離れて、その対立

する思考が生じる以前の「わたくし」に出会うこと、これが「本体の面目」に出会うことになる。「教」

は外界の刺激によるので、比較的習得しやすい。しかし「養」は自らの心の熟成なので、そう簡単に

はいかない。4 年間の大学教育で本当の意味の「養」を養うことはできない。この 4年間で学ぶべき

は、この「養」は生涯にわたって「養うべきである」と言うことと、生涯をかけて養うという「自覚」

である。 

 

2.4 最後に 

 最近は人工知能についての話題が盛んである。「人工知能は人間を超えるか」などの議論がなされる。

私は問いたい、「ロボットには教養は必要か」と。本稿では、教養を「教」と「養」にわけて考えてき

た。ロボットは、「教」に関する情報や技能の習得に関しては、いずれ近いうちに人間を超えるであろ

う。しかし、「養」に関する「心の豊かさ」や「心の底から納得出来る生き方、人間としての生きる喜

び」に関しての育成は、ロボットには不要である。なぜならば、ロボットは「心の底から納得出来る

生き方や生きる喜び」を必要としていない。そもそも、この「人間としての生きる喜び」のプログラ

ムを人間自身がまだ作成できていない。万人に共通するそのようなプログラムの作成が可能かどうか

もわからない。したがって、そのようなプログラムをロボットに与えることは出来ない。 

 「教養」の「教」においては、「理系」と「文系」にはその内容には違いはある。しかし、「養」の

育成に関しては、「理系」と「文系」には違いはない。経済の発展や企業の収益の点から「教養」を考

えるのか、心の豊かさや納得した生き方、つまり人間形成の道筋の中で教養を考えるのかによって教

養教育のあり方は異なるように思える。 

 

3. 教養―「二項対立を超越」する必要性（原口 治） 

 

3.1 レナードは「教養」に何を求めたのか―E. M. Forster, Howards End の Leonard Bast 

本稿の主題は、教養、それも「理系の」という形容がついたものであるが、教養について考える拠

り所を、本節の筆者は 20世紀イギリス文学の巨匠、E. M. Forster の小説 Howards End (1910、以下 HE)

に求め、教養とは「二項対立を超越する」ことでその本質に近づける、と主張したい。 

日本近現代史学者の筒井清忠氏は、『日本型教養の運命』でこの作品を評して、「教養ある文化を身

につけようとする大衆への、エリート層からの懐疑を、これほどラディカルに示した小説はほかにな

い。」と述べている（筒井, 1995）。実際、HEの多くの読者は作品中で“Culture（「教養」）”という言葉

が複数回あらわれることに気づくだろう。ここで敢えて簡単に、物語のあらすじを確認しておきたい。 

物語の舞台はEdward朝のイングランドである。ドイツ人の父を持ち、芸術や文学を重んじるSchlegel

姉妹と新興実業家のイギリス人である Wilcox 一家が、相対立する二つの世界を表象し、この作品の骨

格をなしている。これら相対する二つの世界を和解させる均衡の象徴が 、“Howards End”というロン

ドン郊外にあるウィルコクス家の邸であり、その女主人の Mrs Wilcox (Ruth)である。ここでは「教養」

の観点から、登場人物の一人である Leonard Bast に焦点を当ててみる。 

レナードは保険会社に勤める労働者階級の人間である。London 下町の、「風通しが悪いうえに、薄

暗い」と描写される安アパートに、売春婦のJackyと同棲している。そんな彼が精神的にすがる対象が、
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John Ruskinの文学やBeethovenやBrahmsといった文学芸術一般、すなわち教養なのである。 

‟Music and Meaning”という公開教養セミナーで、ベィトーヴェンの第5交響曲を聞いている時、蝙蝠

傘を誤って持ち帰ったヘレンを追いかけ（もっとも彼自身は盗まれたと思っているのだが）、シュレー

ゲル家を訪れたレナードは、ヘレンの姉マーガレットとの会話を次のように解釈する。 

彼女の演説はまるで小鳥の群れのように、青年の頭を抜けて飛び去って行く。こんなふうに話す

ことさえできれば、全世界はわがものなのなんだがなあ！ああ、教養を身につけたい！外国人の

名前を正確に発音できたらいい！知識が豊富で、相手の女が持ち出したどんな話題についても、

らくらく話せるようになれたらいい！だけど、そうなれるには何年もかかるだろう。昼食時に一

時間と、晩に半端な時間かなにがしかぐらいじゃ、子供の時から着実に読書を続けてきた有閑婦

人に追いつくことがどうしてできよう？頭に名前をいっぱい詰めこむこともできよう。モネやド

ビュッシーの名前を知ることだってできよう。だが、困ったことに、それを結び付けて一つの文

章にすることができない。それをフルに活用することができないのだ。盗まれた傘のことが完全

に忘れられないのだ。（フォースター, 1994, pp. 59-60. 下線太字強調は筆者。以下同じ）   

ここでの「教養」とは、勿論“Culture”の訳語である。これはマシュー・アーノルドの教養論を想起

させる。つまり、教養とは知識の習得が重要であり、それにより人間は進歩していくのだ、という思

想のことだ。更に言えば、「教養は誰にも平等に使徒のような存在となる」、とのアーノルドの考え方

は、階級やデモクラシーといった彼の時代特有の矛盾や問題に対して、教養こそが有効な解決手段と

なるという、いささか楽観的な思想も有している。筆者の非力故、アーノルドの論点にこれ以上深く

立ち入ることはできないが、この点を踏まえると、HE のレナードは文学や芸術を解する心、すなわ

ち教養を身につけることで人格を涵養でき、社会的成功や階級間移動までもできる、と考えているら

しい。実際、この教養セミナーに行かなければ、上中流階級のシュレーゲル姉妹とも知り合うことは

なかったわけだ。しかし、フォースターの描写には冷徹さも滲んでいる。レナードは、「断片的な知識

はあってもそれを一つの文章にまとめることができない」、と本文にある。つまり、単なる知識習得の

先にある、様々な知識をまとめ上げるという教養の本質的性質がレナードには理解できないのだ。事

実、物語第 5章の冒頭は「この物語は社会の底辺の人間には用がない。“We are not concerned with the very 

poor.”」という有名な一文で始まる。教養は万人に手の届くものとは限らない、という厳しい現実もこ

こでは示されている。マーガレットの持つ教養に刺激を受け、教養の本質にいよいよ迫ろうとするレ

ナードの想像力は、所有物の蝙蝠傘、多くの批評家が指摘するように、「紳士」の象徴である傘が盗ま

れたという思いにかき乱されてしまい、目指すべき教養レヴェルの域に辿り着けないのだ。結局、彼

の教養とは、傘がないと成立しない皮相的レヴェルに止まっている、といえよう。 

また別の場面では、レナードはこうも言っている。 

自分が努力をし、着実に準備さえ整えれば、求める変化がやってくると信じていたのだ。しかし、

徐々に広がっていく過去の遺産というものについては、まるで考えたこともなかった。信仰復興

運動者（リヴァイヴァリスト）がいつか突然イエスの姿が見られることを望んでいるように、彼

もいつか突然教養が身につくことを望んでいたのである。(フォースター, 1994, pp. 74-5) 

ここでは、彼が教養の修得を“bit of luck”、すなわち運やつきの問題であり、「こつ」が大切だととみな

している。現在の我々に置き換えれば、「実用性」や「スキル」といった概念がこれに当たるだろう。

俗受けする宗教の例を持ち出し、突然啓蒙の光に満たされる瞬間すなわちエピファニの顕現が教養の
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修得でもあるはずなのだ、と彼が信じきっていることも無視できない。ここには教養の本質からはか

け離れた俗物性が漂っている。現代にも共通する、知識のみを習得するスキル型のアプローチで本質

的な教養は身につくのか、という問いがここで想起されよう。実際、フォースターは教養の皮相的な

面のみを扱うことの危険性を示唆しているのではないだろうか。物語の最後で、レナードはハワーズ

・エンド邸を訪れるも、「Lady（ヘレンを指す）の貞節が汚されたという『イギリス紳士(“no other than 

English gentleman”)』のプライドと義憤に駆られた」Charles Wilcox にドイツの剣で脅され、心臓麻痺

で命を落としてしまう。その際バランスを崩した彼がすがったものがまさに本棚であり、崩れ落ちて

きた本棚と書物の下敷きになって彼は死んでしまう。これも多くの批評家の言にあるが、書物は教養

の象徴であり、レナードの追い求めた教養が、結局彼自身を破滅させたことになる。もっぱら階級間

の対立という視点から、功利的考えを捨てることなく教養を捉えざるを得なかったレナードの場合、

この帰結は彼自身が教養と直接向き合えなかった故の悲劇とは言えないだろうか。 

イギリスを表象するこのハワーズ・エンドという邸が急激な変化を拒絶していることが、彼の死に

象徴されているようだ。しかし、チャールズとレナードには階級や貧富の差があるにせよ、教養に対

する偏向した視点を有する点で一致している。教養を安易に、実用的、功利的に考える危険性を示唆

している。この点が「スキル化」という一見分かりやすい手法で教養を捉え、実用的、実用的でない

（役に立たない）という二項対立の観点のみで定義しようとする現在の趨勢と重なるようにみえる。 

 

3.2 二項対立を超えて 

ところで、HEで対立される要素の一つに、“practical”と“unpractical”という図式がある。筆者は「工

業高等専門学校」、通称「高専」の英語科目教員であるが、前者が工学系、後者は文系研究教育分野に

区分され、人文社会科学系教員のそれは “unpractical”であると断定されることを度々経験した。その

際の“unpractical”とは「役に立たない」の意味であり、対する“practical”は「実用的＝役に立つ」との

意で対置される。実にいびつな二項対立のイメージである。この例として、いわば「実用」と「教養」

の仮想的な二項対立に引き裂かれた英語教育に触れてみよう。様々な国内社会層の「実用英語教育」

推進の大合唱の現状について、斎藤兆史は次のように論じている。 

現在の中学・高校での英語教育は、完全に教養教育としての側面を失ってしまった。・・・ 

もちろん授業の工夫事態は大いに結構だが、もともとろくな英語力を持ち合わせぬ生徒同士が英

語（らしきもの）でやり取りをしたところで、英語力が伸びるものではない。やはり教師が英語

使用の手本を示したり、ときに教養を披露して生徒を刺激してほしいものだと思う。中等教育の

英語の教養こそ、その先の教養の基礎の重要な部分をなすべきものだ。（斎藤, 2013, pp. 89-90） 

斎藤の論は、英語教育における教養軽視の結果の深刻さを鋭く指摘している。とりわけ現在、英語

教育はコミュニケーションスキルとしての実用性重視の神話が社会全般に広く浸透し、その教授内容

の教養的側面は、非実用的すなわち役に立たないものとして切り捨てられる傾向となっている。数値

による客観的到達評価が可能な、TOEIC®等の外部試験評価をもとにした教育カリキュラムの構築が理

系の養成する実用的英語教育の有力なモデルとなっている。しかし、ここでいう「数値＝客観性」と

は、文系の持つステレオタイプかつ偏狭な理系のイメージでもあろう。そのため、人文系科目でもあ

る筈の英語教育が失った教養教育の復権には、理系と文系の対立ではなく、融合が必要となる。例と

して、京都大学教養部で試みられた、「科学基礎」科目の導入検討（林, 2013）のケースは、たとえ
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失敗であっても有益な示唆である。理系の教養教育とは、理系の研究教育者が自らの都合で教養を切

り刻む（解釈する）ことを意味しない。理系とはいっても工学系との違いもあり、一括りにすること

はいささか乱暴であるが、理系は一つの場所として、対象となる教養の本質に新たな光を当てる分野

である。文系との二項対立の枠組みに終始し、教養をいわば直視せず、その本質を歪めてまで分かり

やすく定義することはその役割として不適当である。ただ、文系＝教養そして教養＝専門基礎教育と

いう、いわば上からの視点を有してきた過去の理系の視点（吉田, 2013）は問題であるが、理系を対立

関係で捉えて、いわば諦観してきた文系も教養教育衰退の原因になっているだろう。すなわち、偏狭

な文系、理系という二項対立を超越し、教養という共通対象に直接向かう必要がある。 

フォースターが HEのプロローグに掲げた、‟Only connect（「ただただ（相対する二者を」結び合わ

せよ」）”の意味について、斎藤は、プロポーションやバランスという要素を考察しつつ、「この世に存

在するさまざまな価値観や事物を想像力のなかで結び付け、それらのバランスを測りつつ妥当な判断

を下せ」という倫理思想」（斎藤, 2013, p. 130）だと主張している。教養の重要性を説きつつも、実際

は実用性やスキルといった語に象徴される皮相的なレヴェルで一見分かりやすくする類の教養教育は

改善せねばならない。すると、数年単位という短い期間で成果を求められる現今の教育改革とは相容

れないことになるかもしれない。教養では、急激な変化ではなく、ゆるやかな継承にこそ価値観が置

かれてよい筈だ。個人が過去の否定や現在への固執ではなく、自らのバランス感覚に従い、様々な価

値観を折り合わせ、調和させて未来に継承していくことこそ、教養教育の主目的である、と筆者は考

える。 

最後に、本節のまとめとして繰り返せば、「理系」とは、教養という対象に新たな光を当てる場所

であっても、文系との対立の枠組みから終始脱せないまま、教養の本質に直接向き合えず、それを歪

めたり卑小化する場所ではないだろう。教養それ自体を前にすると、文系と理系間のみの皮相的な二

項対立は無効となるはずである。個人の人間性の涵養を主目的とした筈の教養教育により、皮肉にも

HE のレナードのような悲劇を生み出してしまうことは、教養教育に関わる研究者、教育者として、

極力避けなければならない。「知識の多さ＝教養の深さという、クイズ番組のつまみ食いのような教養

教育」にはいち早く終止符を打つ必要があるのではないか。筆者は結びとして、自戒の念を深く込め、

この点を強調しておきたい。  

＊本節の執筆には、平成 28年度科学研究助成（課題番号 16K02872）を受けている。 

 

4．学校教育、教育制度としての理系と教養（高橋 薫） 

 

 「教養」があるか、と自らに問えば、たちまち劣等感に苛む筆者ではあるが、「教養とは何か」と

いう命題を解くべく、今回は限られた気力を振り絞っての執筆となる。 

 まず筆者の持つ「無知の度合い」といえば、たとえこの点、周囲の他者から幾分好意的な印象を持

たれていようとも、その期待をはるかに裏切るほどのものであるにちがいない。筆者は、教養が足り

ないので会話の最中に時に緘黙してしまう。言葉が直ちに出ないのだ。つまり言葉を紡ぐ知識がない。

教養のなさがなせる技である。そんななけなしの教養でここまでの何行かを書くに至ったことからす

ると、何か別の要因がこの知的活動を支援してくれているものとも推察できる。そのあたりを探って

みたい。そもそも、「教養とは何か」という命題を解くべく、教養、知識、言葉についての関連性を
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考察した後、その別の要因とやらを突き止めたい。 

 さしあたり、教養を高めるために、言葉というものがどう機能するのかについて考える。 

 さて、我々は通常、言葉を概念やイメージとして受け取っている。それら言葉が体系化されれば、

それは知識として成立する。その体系化の度合いを教養の高さと見なすこともできよう。しかしなが

ら、言葉ばかりが教養の涵養に資するものではなく、薩摩が述べるように物理現象を数式で表す物理

学などは、数式自体およびその数式を形成している全ての変数(パラメータ)をイメージできれば、そ

れは物理的に理解している状態であるので、一般人であれば教養があるものと見なせる（薩摩, 1995）。  

 ここで、物理や数学を代表とする理系分野と教養の関連に注目する。歴史的に紐解くと、明治12年

（1880年）に伊藤博文が「教育議」を記し、学問は実用を期すことが大切であり、今後の国家的な政

策としては科学技術に専念すべきだと説いている（竹内, 2016）。その後も科学技術の必要性は継続し

て論じられ、最近では国立大の教員養成系学部や人文社会科学系学部に廃止や組織改編を求めた文科

省の通知などもあり、ここには社会科学系切り捨ての偏向的な流れが伺える。これに対して、文科省

に賛同するかと思われた経団連でさえもが「即戦力を求める産業界の意向との見方があるが、求める

人材像はその対極にある」と酷評している。 

 ここで、「教育議」を具現化した教育制度として、昭和30年代後半に「高等専門学校（以後、高専）」

が設立されたことに注目する。中学卒業後の5年間の一貫教育を行う高等教育機関として、現在日本各

地に51の国立高専が存続する。エンジニアとしての即戦力を求める産業界の意向を受けてのものであ

る。これら高専諸校にあっては、幅広く豊かな人間教育を目指し、一般科目と専門科目をバランスよ

く学習し、実験・実習を重視した大卒レベルの専門教育を目指していた（「国立高等専門学校機構」

(http://www.kosen-k.go.jp/hj_1-12tokushoku.html))。いわゆる「豊かな人間教育を目指し」とは、教養人

の育成を目指すという配慮によるものであろうか。たまたま筆者がその高専教育を受けた経験者であ

り、また母校で教鞭をとるという経験を踏まえ、自らがよき教養人となるための素地を高専教育の中

で育んできたのかを引き続き教養、知識、言葉の関連で検証しつつ、さらに話を進めることにする。 

 さて、筆者は高専において、専門分野の科目について効率よく５年間のカリキュラムを配した教育

を受けたものの、高校の普通科のカリキュラムに比べるとどうしても文系科目の知識不足を実感せざ

るを得なかった。卒業後、文系への進路変更を決断し、大学受験を目指し共通一次試験の準備のため、

広範な知識の獲得に終始した。そのため、知識不足への懸念は解消されたが、それが教養を高める素

地として根付いたかといえば、依然として大いに疑問である。受験勉強は、いわゆる知識の詰め込み

作業が主であり、「ものづくり」型の高専教育とは相反するところがあり、特に創造性発揮という点

では、単調な暗記の日々にフラストレーションが溜まるところでもあった。こうしてみると、大学入

学後に自らが求めていた脳内環境とは、知識をいかに活用するかということであったのかもしれない。 

 教養と知識の関係について、出口は教養とは、知識を手段としたうえで、その目的とされるものと

する考えを述べている（出口, 2015）。さらに、「自分の頭で考えられることが教養」ともあり、出口

のこうした見解による限りでは、土台となる知識をもとに、何かを考える、応用する、作り出す、と

いう営為こそが教養だと言えよう。つまり教養に創造性という新たな要素を付け加え、さらには知識

とは創造性溢れる教養を育むための手段であると考える。それを支持するアインシュタインの格言は

興味深い。すなわち、 

  空想は知識より重要である。 
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  知識には限界がある。 

  想像力は世界を包み込む。（志村, 2011, p.25） 

 つまり、知識の吸収にのみ固執せず、思いっきり空想に耽って生きればいいのだ。そのような開き

直りにも近い心境で、知識の吸収に惑わされない意識を持ち、空想を楽しむと、創造性がふつふつと

湧いてくる。これはとりもなおさず、想像力が発揮される余地が脳の中に現れるということであろう。

脳内環境を整える術として、筆者が目指すところであった。 

 ここで、幾分視点を変えて知識吸収の最たる行動形態としての読書について考える。読書は確かに

教養を高めるものであるが、想像力発揮の妨げになる嫌いはないのかと考えると、やはりアインシュ

タインの格言に注目すべきものがあった。 

  ある年齢を過ぎたら、読書は精神をクリエイティブな探求から遠ざける。 

  本をたくさん読みすぎて、自分自身の脳を使っていない人は、怠惰な思考習慣に陥る。 

     （志村, 2011, p. 29） 

 クリエイティブな探求を能動的な脳の活動と捉えると、読書はある意味その対極といわざるを得ま

い。ただし、あくまでも、ある年齢からである。自らを読書家と吹聴している中年以降は、怠惰な思

考習慣に陥っていることを露呈している、とは言い過ぎであろうが、本を読みすぎて自分自身の脳を

使っていない人とは、一体何を意味しているのであろうか。その答えとして思いつくのが、読書家が

必ずしも、教養に満ちた人格者とは限らないという真実にも近い仮説である。読書が人格形成にどう

貢献しているかは謎である。もちろん何を読むかも重要な要因となるであろうが。いずれにしても、

知識吸収の最たる行動形態である読書は、教養ある人間形成のための必要条件ではあるが、十分条件

ではないと言えよう。すなわち、知識はあくまでも手段であり、一方、教養は、すばらしい人格形成

のための道標であると考えたい。ここで理系と教養という本題に立ち戻り、この仮説の知識を理系的

知識と置き換えることにする。 

 つまりその人の持つ知識が文系寄りか、あるいは理系寄りかという本人の認識にかかわらず、すば

らしい人格形成のための手段として知識は存在するのであり、そして、教養は、人格形成へ向かうた

めの道標である。もはや教養を論じるにあたり、文系理系という認識の差はない。 

 さて、人格形成をどのように教育するのかという観点では、全人教育という言葉がしばしば挙げら

れる。調和ある人格の形成をめざす教育のことである。より具体的にいえば、知育偏重の教育に対し

て，徳育体育および情操教育を重んじるものである。このうち、情操教育とは、感情や情緒を育み、

創造的で、個性的な心の働きを豊かにするための教育、および道徳的な意識や価値観を養うことを目

的とした教育の総称である。 

 ここに創造的とあることから、「知育偏重には創造性が生まれない」という筆者の主張に符合する。

つまり、知育と創造性の育成は別物であるという認識である。なお、情操教育とは、感情や情緒を育

むものであり、読書によっても小説類を読めば擬似的に体得できるものであるので、加齢により読書

をバッサリ切り捨ててしまった筆者の論旨の展開は、やはり幾分乱暴に過ぎるかもしれない。いずれ

にせよ、人生の大目標は道徳的な意識や価値観を養うことであり、さらには、理系知識は手段であり、

教養は道標であり、目指すは人格形成、および道徳的な意識や価値観を養うことである、と言うこと

ができよう。ここで、繰り返しとなるが、文系理系の違いとは、道具である知識が文系であるか理系

であるかの違いだけであって、いかにして道徳的な意識や価値観を養うか、という最終目的に違いは
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生じない。結局、豊かな創造性こそが誰もが幸せに住める世の中を創造することになると結論づけた

い。さらに発展的解釈が許されるのであれば、人に真っ当な想像力があれば、この世は平穏であるは

ず。こんなことをやって他人様を傷つけることになる。極端な場合、犯罪にもなる。自らの行動が何

か危うさを孕んでいる時、その後どんな事態が待ち受けているかという点で一定水準の想像力さえあ

れば、歯止めがきくこととなる。つまり想像力に優れた人間は、それにより真っ当な倫理観、道徳観

を持つに至る。とは言え、筆者には、それほどの倫理観、道徳観が備わっているとは言いがたい。も

しかすると、筆者はここまでの主張を自ら反証する人間であるのかもしれない。いずれにしても、知

識、教養という観点で筆者自身のこれまでを反省的に考察する。つまり、人生後半戦の真っ只中で人

間的な成長という意味では停滞ぎみとの自覚があるなかで、アインシュタインの教えを享受してきた

大学教員として、どのような恩恵に預かれたかを振り返りたい。 

 筆者は、学士レベルでは電気工学、心理学、英語学を学び、現在は英語で教鞭をとっている。また、

晩学ながら幸いに英国で言語学のPhDを取得した。特にPhD取得の時期を振り返ると、英語に堪能な

現地の院生でさえややもすれば研究に行き詰り、成果が上がらず苦悩する中、筆者は比較的マイペー

スで目標達成に至り、これは知識、創造性の配分のバランスがほどよく保たれていたためだ、と今更

ながら思えるのである。当時は専門分野の膨大な知識量を吸収することに専念するあまり、情報の体

系化ができずに脳内が混沌とすることを回避しつつ、逆に自らの興味に応じた取捨選択に重きをおき、

創造性を発揮しつつ、研究成果を生み出す、ということをいつも意識していた。より具体的には、浅

く広く文献レビューをしながら、キーワードを探しつつ、創造性を刺激するようなネタを探るという

作業に集中した。それにより自らの研究にいかに発展性を持たせるかに興味を馳せることができた。 

 幼いころから文章を書くことが嫌いではなかったということもプラスに作用して、それが英文にお

いても同様の成果をもたらしたとも言える。知識吸収にはそれほどこだわらず、有り余っていた時間

を空想にあてると創造性がふつふつと湧いてくる。そんな感覚である。なお、このような成果は自ら

の想像力発揮によるものであろうが、それにより自らが真っ当な倫理観、道徳観を持つに至ったかに

ついては、あくまでも筆者を知る人々の客観的な判断にお任せしたいところである。 

 

5. 総括・コメント 〜科学者の視点から〜 (山本貴博) 

 

本題に入る前に、物理学者である私が、何故ゆえ本稿の総括・コメントを行うことになったか、そ

の経緯について簡単に触れさせて頂きたい。本稿の1節で北氏が述べているように、本シンポジウムは、

何らかの形で「理系」と「文系」を横断した経歴をもつ方々が、それぞれの視点から「理系」の「教

養」について「教養」論を展開する場として企画された。実際、堀氏・原口氏・高橋氏の3氏は、「文

系」を「研究の場」としながら、「理系」を「教育の場」として活動している。一方、私は、高校在

学時は「文系クラス」に所属しながら、大学進学時に理転し、現在は理論物理学者として工学部教養

に所属している。そのようなわけで、3氏の「教養」論を受けて、理転した私が何らかのコメントをす

れば、「理系」の「教養」を双方向に論ずることができるというのが、北氏の目論見であろう。その

目論見に応える自信は全く無いが、とにかく長い前置きはこの辺で止めて、本題に移ろう。 

本稿において、3氏はそれぞれ全く異なった切り口で「理系」の「教養」を論じているが、そのメ

ッセージは共通している。例えば、堀氏は「教養」を「教（=おしえる）」と「養（=そだてる）」に
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分けた上で、「教」においては「理系」と「文系」に違いはあれど、「養」においては「理系」と「文

系」に違いはないと述べている。原口氏は「理系とは、教養という対象に新たな光を当てる場所であ

っても、文系との対立の枠組みから終始脱せないまま、教養の本質に直接向かい合わず、それを歪め

たり卑小化する場所ではない」と表現している。また、高橋氏は「教養は人格形成へ向かうための道

標である」とした上で、「教養を論じるにあたり、文系理系という意識の差はない」としている。3

氏が全く異なる道筋で論じた結果、同じような表現にたどり着いたことは興味深い。こうなると逆に、

「理系の教養」と「文系の教養」は本質的に異なる！という意見をもった方々の話を聞きたいもので

ある。是非ともそのような機会を本学会で開催していただきたいものである。 

また，本稿では教養教育のあり方に対して、著者らが苦言を呈している。2節で堀氏が訴えるよう

に、教育の現場では「教」の部分は工夫されつつも、「養」が置き去りにされていることは重く受け

止めなければならない。また、3節で原口氏が訴えるように、「実用」と「教養」を「役に立つ」と「役

に立たない」とで安易に二分化し、「役に立つ」ことのみを正義とする傾向にも注意が必要であろう。

この事は、私が専門とする物理学においても同様のことが言える。「物理学」はそもそも「自然哲学」

であり、何かの役に立つことを目的として作られた学問ではない。それを象徴的に示しているのがノ

ーベル賞（物理学賞と化学賞）のメダルである。メダルには「科学の女神が自然の女神のベールをは

がそうとする姿」が彫られている。つまり、科学（物理学や化学）とは、混沌の中に隠れた自然の摂

理を発見する人類の営みであり、ベールの向こうの真理を発見した者にノーベル賞は贈られるという

思いが刻まれている。しかしながら最近（とりわけ日本）は、不景気のせいもあってか、一見役に立

ちそうもない科学よりも、役に立つことが分かりやすい科学が重要視される傾向が強すぎるように思

える。目先の利益を求めて小手先の技術に頼り、本質から目を背けるようでは、日本の未来も危うい。

その意味でも、今回の企画を単発で終わらせるのではなく、継続的に議論を行う場を設け、そこで議

論された内容を広く世間に発信し続けて頂きたい。 
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