学 ぶ こ と,生 きる こ と
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理学を学 び始 めたのは1970年代 ですか ら,今 か ら20数年前 にな ります。当時,「 学習 とは
私 が,い
何 か」,「学習 はどのように して成立す るのか」 とい うことは,動 物 の行動 を通 して客観的 に研究
す るもので あるとい う考え方 が主流で した。私 も 「
学習」 の研究領域 に関心 があ り恩師 との出会 い
もあ りま したので,当 然 のことのよ うにネズ ミを用 いて研究 して いま した。学習 の現象 を認知 的 に
解釈 す ることは,ネ ズ ミだけでな く人間 において も,ま だまだ御法度的 な感 がありました。当時 は、
心理学 のテキ ス トを見 て も 「
学習」 とい う用語 だけが使 われてお り,「学 ぶ こと」 とか 「学 び」 と
い うことばは,ほ とんど見受 け られません。 しか し,子 どもたちの学習意欲 の喪失,情 報化社会,
高齢化社会 に伴 う生涯学習 の必要性 などか ら,最 近 になって 「
学 ぶ とい うこととは」 という本質的
な問 いかけや見直 しが心理学 の分野 で も起 こって きま した。 これには,日 常生活 にお ける学習 の研
究 など心理学 の進歩 も見逃 してはな りません。
みなさん も子 どもの頃を思 い出 してみて ください。親 に 「どうして,勉 強 しろ勉強 しろと言 うの」
とか,「 どうして勉強 しな くちゃいけないの」 とい う問 いを一度 な らず投げか けた ことが あ るの で
はないで しょうか。 しか し,期 待 に反 して,「今 にわか るさ」,「 ほかの子 もや って るんだか ら」,
「そんな こと言 ってい るとテス トでいい点 が取 れませんよ」 とい う,お 決まりの答 えが返 って きた
のでは。「
学 ぶ」 とは,い ったい どうい うことを意味す るので しょうか。最初 に,「学 ぶ こと」 は日
常生活 の中でどのよ うに捕 らえ られて いるのか,そ のあた りか ら考 えてみることに しま しょう。
小学生 2年 の息子 に 「学習」 とい うことばを知 って い るか と聞 きます と,「勉強 の こと じゃろ」
と得意 げに回答。次 に 「勉強 とは」 と尋 ねます と,「知識をつ けた り,な おす ことよ ね 。 ち ゃん と
した知識 をつ けるためにす るんよ」 と答 えま した。 そこで,「学習」 と 「
勉強」 はど う違 うのか と
さらに突 っ込 みます と,「学習 は学 んで習 うこと」で,「勉強 は,書 くこと。学校 でやる」 などと彼
な りに定義 しま した。「
勉強 は家 ではや らないのか」 と聞 きます と,「宿題 はす るよ」 と言 います。
そ して,彼 によると 「勉強 と学習 はほとんど同 じ」であ り,学 校 では,先 生か ら 「勉強 を しま しょ
う」 と言 われるそ うです。中学生 に 「勉強 について」 という作文 を書 かせると,成 績 のよい生徒 で
も勉強 は嫌 い とい う意見 が圧倒的に多 いそうです。「
何 のために勉強 しているのか」,「 で きる こと
な ら勉強 は した くない」 といったや る気 のな さがみ られ,学 んだ ことを広げた り深 めた り,楽 しん
で何 かを追求 して い く姿勢 が希薄 になっているそ うです。 このよ うに,学 校 での学習 は,テ ス トや
賞罰 などによって外側 か ら強制 されているので,い や いや学習 させ られて い ると感 じて い る子 ども
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が多 いのではないで しょうか。彼 らにとって,「学習」 には,「勉強」 のイメー ジが影 を落 として い
るよ うです。「
学習」 は本来楽 しいはず の ものであるのに,「強 いて勉 める」暗 いイメー ジに彩 られ
ているよ うです。人生 の初期 に学 ぶ楽 しみを奪われることによって,学 ぶ ことは苦行 に近 い とい う
イメー ジを後 々まで引 きず ってい るのです。ちなみに,大 学生76名に 「
学習」か ら最初 に連想 した
ことばを挙 げて もらうと, 1位 が 「勉強」で50%を 占めていま した。 さらに各人 が連想 した総 ての
ことばについて も調 べてみると,全 人数 の71%に 「
勉強」 の語 が出て くるのです。面白いことに,
中国語 の 「勉強」 には,「学 ぶ こと」 の意味 はな く,「無理 に強制す る」 とか 「いや いや行 う」 の意
味 があるそ うです。

「
学 ぶ こと」 とはいったいど うい うことを意味す るので しょうか。学校 にお ける 「
学 び」 は,通
常,「勉強」とい う言葉 で表現 され,「学習」 とい う言葉 では表現 されて いません。 また, ほ とん ど
意識 されて もいません。「
学 ぶ」 とい う行為 を名詞化 した 「
学 び」 は,「学習」 と同 じような意味を
もちます が,ニ ュア ンスに若干 の違 いがあ ります。「
学 ぶ」 には,「 いや いや学 ぶ」 とい う言 い方 が
ある ことか ら,「学 び」 は,本 来,学 び手 自 らが主体的 に学 ぼ うとい う意志 を もって営 まれ る活動
をさす ものと思われます。一方,学 習 とい う場合 は,必 ず しも学 び手が自ら学ぼ うとい う意図があ っ
たかどうか とい うことよ りも,イ子動 がどのよ うに変化す るかを観察す ることに主眼 がおかれている
よ うに思われ ます 。「
学習」 は,心 理学 では,「経験や練習 の結果生 じる比較的永続的な行動の変化,
およびその過程」 と定義 されて います。例 えば 自転車乗 りのように,今 までできなか った ことが,
経験 や練習 によって新 たにで きるよ うになる現象 のことをいうのです。 このよ うに,学 習 には,知
識 や技能 を習得 で きるよ うになろうと努 める段階 と,そ の努力 の結果 で きるよ うになった状態 の 2
つの側面 が含 まれて います。学校 での学習 をみてみます と,ほ ぼパ ター ン化 されてお り,教 師があ
らか じめ正解 のある発問 やテス トを して,そ れに児童や生徒 が解答す る。そ して教師 は,教 えたこ
とを彼 らが どれだけ覚 えたか評価す るのです。 このよ うに,学 校 は先生 か ら知識を伝授 されるとこ
ろとい う受動的 な学習観 が支配的 であるために,習 ったことを忠実 に再現 で きるかどうか とい う学
習 の成果,つ まり結果 と しての学習 を問 われることにな るのです。結果主 義 ,効 率主義 ,つ ま り
「で きる」 とい う論理 に支配 されて い るために,学 びの 「
過程」がお ろそかにされ,学 ぶ ことを楽
しむゆと りがな くなって い るのが現状 です。 その結果,「学 び」 は味気 ない もの とな り, 自 ら学 ぼ
うとしな い無気力的な人間 が増 えて きたのではないで しょうか。真 の 「
学 び」 とは,知 識 を覚 え る
作業 (暗記)で あるとか,ど うすれば効率的 に うま くい くかとい うや り方 だ けを覚 えようとす るこ
とではあ りません。また,学 校 での学習 の影響 によって,教 える人 がいないと学 べ ない とい う学習
観 が暗黙 の うちに形成 されて い るように思われます。
す べて の学習者 にとって,学 校 で学 んだ知識 は将来 の生活 において普遍的 に評価 を もつので しょ
うか。学校 で教 え られる知識 は,生 活状況 か ら切 り離 され一般化 された知識 として与 え られます。
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これは,今 身 につ けてお くと将来 どのよ うな職業 について も役 に立 つだ ろうとい う親心 か らかどう
かわか りませんが,実 際 には必ず しも役 に立 つかどうか分 か らない知識 が多 いので はないで しょう
か。本来,人 間 の学習 は,学 校 のなかだけで行 われるものではな く,文 化的 ・社会的 な文脈 のなか
で展開 されて い ることはまぎれ もない事実 です。 しか も 「
学 び」 には,一 人 ひとりにとって もっと
固有 な意味を もつ経験 が伴 うはずです。そ して,一 人 ひとりの知識 が再構成 されて い くのです。 し
か し,学 校 にお ける学 びには,日 常生活 の 「文脈」 の中での学 びが切 り離 され喪失 されて きたので
す。一方,日 常生活 においては,人 はさまざまな活動 や遊びを通 して,知 らず知 らず の うちに多 く
の必要 な知識 や技能 を学 んでいることに気づ きます。たとえば,幼 児 は自発的 に言葉 を話 し始 めた
か と思 うと,瞬 く間 に 日常生活に必要 な言語 を操 るよ うにな ります。また,生 活上 の必要か ら食事
づ くりに取 り組む場合 など もそ うです。 はじめは料理 の本 を頼 りに ぎこちなさが見 られたのに,そ
の うち手持 ちの材料 を使 ってすばや く臨機応変 にアレンジで きるようになります。日常生活 におい
ては,必 要 とされる知識や技能 を,外 か らの強制 がな くて も,そ れほど難 しい と感 じな く身 につ け
て しま うのです。面白いことに,そ こには,相 手 とコ ミュニケー シ ョンしたい とか,お い しい もの
を食 べ たい とい う気持 ちが前面 にあり,学 校 の勉強 のよ うにことさ ら学 ぶ ことその ものを 目標 に し
てがんばるとい う意識 はあ りません。 いつのまにか学習 が成立 して いたとい うのが実状 で しょう。
このよ うに 日常生活 での学習 のよ うに現実的必要 か ら学 ぶ場合 には,教 える人 が いな くて も知識を
学 び,技 能 に習熟す るのです。
近年,生 活状況 の中 に埋 め込 まれた学習 に関す る研究 が報告 されて きま した。 サ ックス (1988)
は,学 校 で しか学 べ ないと思われて いる高度 な知識や技能で も,日 常生活 の中で学 ぶ ことがで きる
事例 を報告 して います。 ブラジルのキャンデ ィー売 りの子 どもたちの多 くは,ほ とんど学校 に行 っ
て いないのですが,キ ャンデ ィー売 りの経験 を通 して高度 な算数 を身 につ けて い るのです。子 ども
たちは自分 で卸売 り店 に行 ってキ ャンデーを購入 し,小 売 り値 をつ けて売 るのです。当時 のブラジ
ル はイ ンフレが激 しく,生 計 を立ててい くためには損 を しないよ うに毎 日のように値段 を調整 しな
ければな らなか ったのです。 3本 1組 で500クルゼー ロで売 るのと, 7本 1組 で1000ク ルゼ ー ロで
売 ったときでは,ど ち らが得 かを考 えなければな らないのです。誰 が教 えて くれ たのと尋 ねて も,
彼 らは 「誰 も教 えて くれないよ。自分 で覚 えたの さ」 と答 えたそうです。 キ ャ ンデ ィー売 りの経験
のある子 どもとない子 どもに前述 したような比率 の問題 を与 えたところ,キ ャンディー売 りの子 ど
もたちの成績 が格段 に優 れて いたのです。学校 で先生 に教 えて もらったわけでは決 してな く,自 ら
の経験 を通 して学 んだ ものなのです。人 は本来的 に能動的 な学 び手 であって,学 校 での勉強 のよ う
にテス トや賞罰 によって強制 されなければ学 ぼ うとしないどころか,日 常生活 のなかでは,教 える
人 がいな くて も現実 の必要性か らすすんで学 ぼ うとす る存在 なのです。
レイプ ら (1991)は ,ス ーパ ーマーケットの買 い物客 の購買行動 の研究 を して います 。 スーパ ー
マーケ ッ トでは,毎 日のよ うに商品を何個か入 りのパ ッケー ジに してお徳用 セールを して います。
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例 えば, 2冊 1組 で500円のノー トと5冊 1組 で1000円ではどち らが得 か とい うよ うな場合 に,頭
の中で複雑 な計算 をす るのではな く,即 座 に徳用 のパ ックを選択 します 。 そ の時,買 い物客 に,
「なぜそっちを取 るのか」 と聞 くのです。学校 で習 うような単位量あた りの値段 に換算 して比 べ る
のではな く,見 事 な概算 の仕方 で判断 して いるのです。ところが,こ の買 い物客 の計算能カ テス ト
を調 べ たところ半分 も正解で きない ぐらいなのです。私 たちの中 に も,抽 象的 な数字 の計算練習 な
どを学校 で しっか り勉強 してないと実生活 のなかで困 る,と い う信仰 に近 い考 え方 が ありますが,
この研究 は,そ れを根底 か らくつがえす ものなのです。私 たち もわざわざ電卓で計算 した り,紙 と
鉛筆 を持 ち出 して単位量 あた りの比較 はしませんよね。 スーパ ーマーケ ットでの計算 の仕方 は,学
校 で教 わ ったや り方 で もな く,両 者 に共通性 はあま りないのです。
ベナー (1984)は ,看 護婦 が看護技能 を習熟 して い く過程を分析 して,初 心者 か ら達人 まで の 5
段階 に分 けて います。初心者 は測定値 に従 ってマニ ュアル通 りにふるま うだ けの段階 であ り,新 人
で は,全 体 の文脈 の流 れが見 えるようにな ります。一人前 になると,大 切 なことを瞬時 に判断 して
全体 との相互関連 の中で対応策 が立 て られるようにな ります。さらに中堅 になると,全 体 の流 れを
見渡 せてほとんどの ことが意識 しな くて もで きるようになります。最終的 に達人の境地 に達す ると,
直感 が とぎす まされて きます。 この習熟過程 か ら分 かることは,学 校 で覚 えた知識 は実際 の文脈 か
ら抽象化 されて いるために,初 心者段階 の看護婦 のように,頭 で覚 えただけの知識 ではさまざまな
状況 に柔軟 に即応 で きないといえます。
今まで述 べ た例 か らわか ります ように,学 習 によって得 られる知識 は,状 況 に埋 め込 まれて い る
のです 。「
状況 に埋 め込 まれた知識」 は,具 体的 な状況 において個別 に実践す る中 で獲得 され る も
のなのであ って,文 脈 か ら切 り離 して覚 え込まされた知識 は実 は役 に立 たないのです。本当 に 「
学
ぶ こと」 とは, このよ うなことなのです。

ところで,私 たちの文化 の中での教育 を考 えてみます と,「学 ぶ こと」 は 「
教 え る こと」 と切 り
離 して考 えることはで きません。 このことについて,原 ひろ子 (1989)の 文化人類学 のフィール ド
研究 か らの興味深 い事例報告 があ ります。それは,カ ナダ北部 の北極圏 に居住 し,ウ サギ (hare)
に強 く依存 した生活 を して い るヘヤー・イ ンディア ンの社会 でのエ ピソー ドです。 彼女 が ,越 冬 の
ことを考 えて夏 に 「かん じきの歩 き方 を覚 えたい」 と言 うと,老 人 たちが 「
雪 もな いのにかん じき
など」 と爆笑。 そこで,通 りがか りの子 に再 び尋 ねると,「そんなことは人 に教 えて もらうもので
はないわよ。冬 が きて,雪 が降 って,自 分 ではいてみればわかるわよ。 そ して歩 くのよ」 と相手 に
して くれない。 ヘヤー ・イ ンディア ンの文化 には,「教える」 とか 「
教 えて もらう」 とい う概念 が
ないので,「だれか ら習 ったの ?」 とか 「だれか ら教 えて もらったの ?」 と聞 いて も,彼 らは 「自
分 で覚 えた」 としか答 えないのです。まず 自分 で じっ くり観察 し,や ってみて,自 分 で修正す るの
です。 この例 か ら,「学 ぼ う」 とす るイ
子動 は人類 に普遍的 な ものである ことがわか ります。 ところ
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が,「教 えよ う」「
教 え られよう」 とい う行動 は文化 に特有 な ものであ り,普 遍的 な ものではないの
です。
学校 にお ける学習 では,先 生が 「
教 えよう」 とい う意識 を強 く出 しす ぎるために,子 どもたちに
「
教 え られよ う」 とい う受動的 な態度 が無意識 に植 えつ けられ,子 どもたちの 「学 ぼ う」 とす る意
欲 や行動 が抑 え られて いるので はないで しょうか。塾 は,ま さに問題 の解 き方 のテクニ ックを教 え
込み,テ ス トでよい点 をとらせよ うとします。高度 な文化をもつ社会 では 「
教 える一教 え られる」
とい う教育 の営 みを全 く取 り除 くことはで きませんが, も っと自分 のベースで興味 ・関心 のある こ
とを追求 して い く時間 が必要 なのではないで しょうか。小 さい うちか ら自 ら学 ぶ喜 びを体験 させる
ことは重要 な ことなのです。大人 は,子 どもの気持 ちにおかまいな く,つ いつい先回 りして手 をさ
しのべす ぎて しま うのですが,で きるまで気長 に待 ってやるゆとりを もつ ことが大事 なのではない
で しょうか。間違 ったことによって,か え って認識 が深 まることも多 いのです。人間 は,本 来怠 け
者 ではな く,誰 もが能動的 でかつ有能 であるのです。退職後の70080歳 の老人が積極的にカルチャー・
セ ンターに通 い,本 当の学 びを経験 して いる姿 を見 かけます。そこでは,青 年期 まで過 ご した学校
とは異 な り,落 ちこばれなどの レッテルを貼 られることもな く,生 き生 きと楽 しく学 んでい るので
す。人か ら 「
勉強 しろ,勉 強 しろ」 と口癖 のように言われると,か え って学 びた くな くなる経験を
した方 が多 いだ ろうと思 います。それは,自 分 が行動 の主体なのに,人 か らコ ン トロール されて い
るような気持 ちにさせ られるか らなのです。
これ までの教育 には,学 校 で習 ったことを実生活 に適用す るとい う暗黙 の方向性 が あ りま した。
ところが,日 常生活 の中で必要性を感 じ,実 際 に体験す ることによって真 の学習 が成立 し喜 びが生
まれ るのです。例 えば,子 どもたちは,文 字 を習 ったか ら書 くようになるとい うよりも,自 分 の名
前 を書 きたいか ら文字 を学 ぼ うとす るのです。近年,従 来 のや り方を逆転 させた試みが注 目されて
きま した。 その一 つが, フラ ンスのセ レス タ ン ・フレネが創始 したフ レネ教育 です。伝統的 な学校
教育 ではす っか りや る気 をな くして いた子 どもたちが,能 動的 な学 びの主体 にな り,日 を輝 かせて
い くのです。学 び手 の能動性 と有能 さを支 えるものは,知 的好奇心なのです。わかるとそのこと自
体 が楽 しいのです。 さらに理解 しようとす るのです。 このよ うな学 びの経験 が,さ らに学習 を展開
し,新 しい創造 につ なが ってい きます。それが,将 来,適 応 して い くうえで役 に立 つのです 。
生涯学習 とい う長 いスパ ンでとらえてみます と,人 が学校 で学 ぶの は,一 生で学 ぶ ことのご く一
部 にす ぎません。人 は,他 の動物 に比 べて,生 まれつ き組み込まれた行動 で環境 に適応す ることが
きわめて少 な く, しか も,ほ ぼ生涯にわた ってす ぐれた学習能力 を もち続 ける特徴 があ ります。一
生学 び続 けて い く存在 といえるのです。世界 自体 が 目ま ぐるしく変化 して い く以上,過 去 の経験 を
蓄積す るだ けでは十分 でな く,日 々新 しい情報 を取 り入 れることによって知識 の修正 や再構成 を し
て いかなければな りません。ま して,日 常世界 においては,す ぐには答 えの出ない問題 や現代社会
が抱 える諸問題 が山 ほどあ ります。学校での学習 のよ うに,社 会 の文脈 か ら切 り離 され,抽 象化 さ
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れた知識 や技能 だけでは, とうて い対応 しきれません。人生 において遭遇す る問題 のほ とんどは,
答 えが一 つ とい うことはないのです。む しろ,い くつ もの答 えが可能 であ り,ど れが正 しいのか分
か らないことの方 が多 いのです。将来役 に立 つのは,覚 えた知識 の量 では決 してな く,自 分 自身 で
学
計画 を立て,自 ら工夫 しなが ら学 ぼ うとす る自己学習 の力 なのです。つ まり,人 間 にとって の 「
び」 は,生 きて い くために不可欠 なものなのです。人 はいかに学 ぶのか とい うことについて,日 常
生活 における学 びの観点 か ら学校教育 での学 びを再考 してみます と,学 校 は極 めて能動性,柔 軟性
創造性 に乏 しい隔 った学習 の形態 をとって いることが分 か ります。真 に学 ぶ力 は生 きる力 になるの
です 。人間 にとって学 ぶ ことは生 きて い るかぎり続 くものであるとい うことを, もう一度 かみ しめ

(本学初等教育学科教授 ・運営委員)

てみる必要 があ りそうです。
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