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教育実践学の再構築としての臨床教育学 
「特別ニーズ教育」の観点から 

滋賀大学教育学部 窪島  務 
 

 
筆者は、今日、臨床教育学が論じられること自体に、これまでの教育学に対する不信

ないし異議申立ての表明～不登校･登校拒否、学級崩壊、キレる子どもたちの問題など

今日の教育学の現実、子どもの実態に対してこれまでの教育学への無力感、有効性への

疑念をはらんでいることと深い関連があるとした。ここから、その問（とい）を理論的

にテーマ化するため、この論文において、それを一つには、「特別な教育的ニーズ」の

一般教育学における位置づけの問題、二つに、教育学、教育科学の実践性の問題、第三

に、学校教育学における人格発達問題（自我問題）の位置づけの問題として論じている。

これは、「臨床教育学が、なぜ提唱されるようになったのか」という設問に対して、そ

れは「とりもなおさず教育と教育理論の実践性を問うものである」とする筆者の立脚点

への教育学的論究でもある。教育行政主導の皮相な「ニーズ論」が真の教育改革をゆが

める中で、教育学の現代的な課題に教育実践的に迫る秀逸な論文である。 
 教育現場の教育実践課題と関心にこたえる内容の深い論文として今回、筆者の窪島務

先生に掲載を依頼したところご快諾をいただいた。この論文は、日本教育学会誌『教育

学研究第６９巻第４号』（２００２年１２月季刊）で発表されたものである。（インス.
会報編集部） 

 
１. はじめに 

  タイトルに「特別ニーズ教育」の観点から，というサブタイトルをつけたが，それ

は，筆者の立脚点を明らかにするためであり，「特別ニーズ教育」を主題として論じる

ことを意図したものではない。本論の論旨は，その立場から臨床教育学を論じることを

通じて，教育学方法論および教育の実践に関する学への問題提起である。もちろん，別

の議論の建て方も可能である。それは，臨床教育学が特定の対象・領域に対してのみ適

用される場合である。すなわち，イジメ，不登校・登校拒否を契機として学校教育が対

応できない問題群が表面化し，それらに対する教育相談領域の対応として，たとえば，

障害児や病気療養児への教育支援，スクールカウンセラーの配置及び教師の教育相談力

量の向上研修などがおこなわれたが，それらの領域ないしは相談的方法を指すものとし

てとらえる場合である。言葉が異なるが，高木らの「教育臨床」は内容的にはそれに近

い１）。そこには「臨床教育学」と「教育臨床学」という用語の違いではなく，構想の違
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いがある。また，小林の「臨床教育学』は主としてイジメ，不登校，中退問題を扱って

いる。そういう扱いには十分な根拠がある。「特別なニーズ教育」の立場から今日の学

校教育を見るならば，大きく二つのことが問題となる。一つは，「特別なニーズ」を有

する子どもに対する専門的な援助システムである。LD、ADHD，不登校，行動問題な

どさまざまな子どものニーズに対する専門的対応で，これはわが国において決定的に欠

落している。しかし，これらを臨床教育学の対象と呼ぶ必要はなく，「特別ニーズ教育」

でよい。もうひとつは，そうした子どもたちも含めて，個々の子どもが有する諸々のニ

ーズ，人間的な悩みをまつとうに受け止め，子どもと共に考える教師のありように関連

している。臨床教育学の提起に意味があるとすればこの点である。そして筆者の立論は，

教育学原論あるいは教育実践科学論へのアプローチのひとつの方法として臨床教育学

をとらえようとするものである。 
 「臨床教育学がなぜ提唱されることになったのか」という設問に対する筆者の結論的

な見通しを先に明らかにしておく。それは，とりもなおさず，教育と教育理論の実践性

を問うものであるととらえる。もっとも，臨床教育学という用語の広がりは臨床心理士

を養成するために臨床教育学講座あるいは臨床教育学コースが教員養成学部に置かれ

るようになった経過に重なっている。その必要性の検討や理論的，合理的考察の結果で

あるよりは，当時の文部省あるいは文部省を超えたところの意向によって，臨床教育学

の概算要求ならば予算が付き教員ポストも純増される，といった予算獲得上の手法が最

大の理由であったことは当時のその流れの最後尾にかろうじて飛び乗った経験を持つ

ものとして印象深い。そして行政的用語としての臨床教育学はたんてきに，教員養成学

部には必ずしもなじまない臨床心理士の養成を意味していた。教育学部の「過剰定員」

問題がそのために利用さ 
 れた。こうした経過が教育学において，臨床教育学なるものが冷めた目で見られるこ

とになっている理由の一つになっている。多くの教育学研究者の臨床教育学に対するイ

メージもそのようなものであるかもしれない。しかし，われわれは単なる予算獲得の手

法としてだけでなく，真剣に教育現場が求めているものに応えようとして，今まさに，

臨床教育学の可能性としてそれが何であったのかを確かめようとしている。 
 臨床教育学が論じられること自体，これまでの教育学に対する不信ないし異議申し立

ての表明と見るならば，いったいそれはこれまでの教育学のどこに対してなのか，教育

学総体に対する全面否定であるのか，さまざまな議論が可能である。いずれにしても，

不登校･登校拒否，学級崩壊，「キレる」子どもたちの問題など今日の教育の現実，子ど

もの実態に対してこれまでの教育学への無力感，有効への疑念をはらんでいることは疑

いない。その闘いを理論的にテーマ化するためには，概念としてとらえなくてはならな

い。後述するように，筆者はそれを，一つに，「特別な教育的ニーズ」の一般教育学に

おける位置づけの問題，二つに，教育学，教育科学の実践性の問題，第三に，学校教育

学における人格発達問題（自我問題）の位置づけ”問題として考えてみたい。ちなみに，
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筆者は臨床教育学という名称そのも‘のに対する、こだわりは全くない。問題は，これ

までの教育学理論や教育実践概念がすくい上げることができなぞかつた重要な問題群，

しかも今日教育学的考察かさ捨て置くことが許されないような問題群が存在するとい

うことである。それらに対する教育学的対応のフレームを臨床教育学と表記してもよい

と考えている。 
 教育とはもともと実践以外のなにものではないのであるから，教育が実践性を有する

のは当然のことではな，いのか，という疑念が呈されよう。理論上はその通りなのであ

るが，それゆえにこそ，今日，教育の実践性が問われているということのパラドクス、

重大性がかえって示唆される。本来実践的であるものの実践性が問われているのである。

ラディカルな（根本的な）問いである。もともと，この題は学校教育に限定されるもの

ではないが，ここでは臨床教育学が主として学校教育に関連して問題になっているとい

うことを考慮して焦点を学校教育におく。またそれは，臨床教育学の提起が;学校教育

においてもっとも困難であると考えられることからもあえて学校教育をとりあげる。 
 原理的考察を行うために，学校教育という条件を捨象してあるモデルを構想すること

は可能であるし，ひとつの方法として有効である２）。しかし，後述するが、臨床教育学

の要点の一つが日常的生活世界に，卒論の場合，学校生活の日常的，世俗的，現実的世

界における具体的な子どもとの関係性の構築にある。ここでこそ教育科学の有効性，レ

ーゾン･一トルが試されると考える。 
 
２. 学校教育の要請としての「特別ニーズ教育」の視点 

（１）「特別な教育的ニーズ」を有する子どもに対する「特別ニーズ教育」 
 まず，なぜまたどのように教育の実践性が問われているかを述べる。今日問われてい

るのは，教育の一般的な実践性ではなく，臨床教育という実践性である。「特別ニーズ

教育」はそのためのひとつの視点であり，この観点から臨床教育学の議論に対するいく

つかの要請を提示する。｢特別な教育的ニーズ｣を取りあげるのは，「特別な教育的ニー

ズ」こそが臨床教育学を求めていると主張するためではない。学校教育と教育学の実践

性が問われている一端を論証するためである。ここでの関心はあくまで「特別な教育的

ニーズ」の領域にではなく，学校教育と教育学にある。そこには，「特別ニーズ教育」

と一般的教育通念との矛盾が示される。その奇妙な構図の第１にあげるべきことは，「特

別ニーズ教育」の主たる領域が通常学級であるにもかかわらず，通常の教育(学)におい

てまだ十分に注目されているとは言いがたいことである。この事情は，海外においても

同様である。こうした構図の矛盾に視線を向けることが，今日の学校教育の実態と要請

を捉えるために必要である。 
 「特別ニーズ教育」は個々の子どもの「特別な教育的ニーズ」に対応している。「特

別な教育的ニーズ」はさまざまに定義されているが，その共通の内容は，すべての子ど

もがそれぞれ固有のニーズをもっていることを前提にして，通常の教育条件（ある一定
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の社会的条件における教育に関する条件整備，カリキュラム，教育方法，教師の資質な

どすべての要因を含む）の下では学習や発達を保障できないほどの大きな学習，発達の

困難を当該の子どもがもっているとき，その子どもは特別な教育的ニーズを有している

という。ニーズ(needs, Bedarf)とは,藤野渉が指摘しているように,欠如・不足であり，

それを埋め合わせようとする必然性を伴う欲求であり，要求である３）。この要求は子ど

もの学習・発達への権利の一部を構成する。もちろん，我々の目から見れば「特別ニー

ズ教育」であってもそのように意識されないで実践されていることは多い。たとえば，

LD（学習障害）や ADHD（注意欠陥・多動性障害）などのいわゆる学習障害，行動障

害だけでなく，不登校・登校拒否児への教育的援助のシステムである適応指導教室など

はまぎれもなく「特別ニーズ教育」のひとつである。在日外国人の日本語及び母国語教

育もそうである‘それでは，あえてそれらを「特別ニーズ教育」とカテゴライズする意

義・利点はどこにあるのか，この点が説明されなければならないであろう。先取りして

指摘するならば，一つに，ニーズという子どもの主体的視点を提供すること，二つに,｢不
登校･登校拒否にはこうしてください｣，「LD には…」，「ADHD には…」などというよ

うに様々な「特別ニーズ教育」の諸領域がばらばらにその個別的要請を通常学級（教師）

に突きつけるという現状から，「特別ニーズ教育」として共通する基礎的な教育的配慮

の内容・水準を明らかにすることである。「特別ニーズ教育」の基本は，すべての個別

的ニーズに通底するということはわれわれの最近の発見であった。たとえば，日本語指

導を必要とする外国人の子どもに対する指導の留意点として，アイデンティティを傷つ

けない，まずサバイバルレベルの指導を行う，実用性のある言語から，「簡単な言葉で，

ゆっくり，はっきり話し，実物や動作でさらにわかりやすくする」などが指摘されてい

るが，これは学習障害児や多動児の指導にも当てはまる４）。これらはすべての教師に求

められる基礎的指導力の一部を構成することになろう。もちろん，さらに進んだ専門性

を求めるニーズの個別性やハイニーズも存在する。その責任は教育システム全体として

果たされることが重要なのであって，必ずしも個々の教師によらなくてもよい５）。 
 
（２）臨床教育学の前提的認識としての異質学級集団 
 「特別ニーズ教育」の内容を構成するのは，（１）ニーズの特別さの認定，すなわち

一般的な個性としてのユニークなニーズにとどまらない，特別な（special），特異的

（specific）な学習上・発達上のニーズ，(2)ニーズの社会的文化的特性の認定，すなわ

ち社会，文化，制度などの違いによる差異，(３)個々人の教育的ニーズへの関心，すな

わち個別性，(4)インクルーシブ教育，すなわち学級集団を単位とする児童中心主義的

教育課程，カリキュラム構造への挑戦，(5)障害を有する子どもの固有の教育課程や教

育条件へのニーズの認定，すなわち特別教育(最近の文部科学省の新しい用語では｢特別

支援教育｣)，（６）教育的ニーズ以外のニーズの存在の想定，すなわち教育的ニーズと

福祉的，医療的ニーズとの統一，たとえばスクール・ソウシャルワーカーなどである。
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これらはそれぞれ論争的なテーマを内包している。なぜこれらが臨床教育学に関連があ

るのかというところから論じる必要があるであろう。今それを全面的に論じることはで

きないが，さしあたり次の３つを指摘することができよう。 
 ① 第１に，日本の通常の学級は，一般に意識されているように，等質集団あるいは

同質集団で組織されているのではない，ということである。特別な教育的ニーズという

視点から見たとき、端的に日本の学級は異質集団から成り立っているという認識から出

発しなければならない。日本の学級が異質集団であることの概略は国際的な統計の比較

としても示される。障害児教育の分野ではしばしば指摘されることであるが，アメリカ

で障害児教育（special educaton）を受けている子どもは学齢児の約 10％，ドイツで障

害児学校の教育を受けている子どもは約４％，オーストラリアで障害児学校の教育を受

けている子どもは約 1％，イギリスで特別の教育的ニーズを有するとされる子どもは

20％，ユネスコは同 10％などであるのに対して，わが国では障害児学校の教育を受け

ている子どもの比率は 2001年度において 0.44％，障害児学級の教育を受けている子ど

もが 0.68％，合計で 1.12％である。このほかに，通常学級在籍のまま週に１回程度の｢通

級指導｣を受けている子どもが 0。26％である。文部科学省は一貫して障害を有する子

どもが通常学級に在籍することを否定しているが，これらの数字は，日本が障害児に対

して「分離的」であるという一般的通念に反して，この国の障害児教育は量的な面では

きわめて「未発達」であること，逆にもっとも素朴で未発達な形態でのインテグレーシ

ョン，インクルージョンが支配的な国であることを示している。その他に一般的に，

LD 児が３％前後，ADHD が３～７％，不登校・登校拒否児が小学校で 0.36％，中学

生で 2.81％（2002年度）等々。すなわち，障害を有していたり，その他の特別な教育

的ニーズを有する多くの子どもが通常学級にいるということである。この異質集団をあ

るべき学級として理念化したものが，インクルージョン教育，インクルーシブ学級であ

る。しかしながらインクルーシブ教育のハイライトは制度問題ではなく，カリキュラム

問題，教育課程程問題である。すなわち，重度の知的障害（｢すべて｣のという修飾語を

冠するかどうかも問題である）を包摂（インクルード）してすべての子どもの学習と発

達を保障するカリキュラム教授方法はいかなるものであるのか，またそれは可能である

のか，実践上の争点となっている６）。 
 もちろん，そのことが直接に一斉授業の否定につながるものではない。一斉授業が悪

であるという評価が一斉授業＝画一的であるという誤った観念の上に形成されている

疑いがある７）。しかし，インクルーシブ学級があえて主張されるところに，重要な内容

が含まれている。ユネスコのインクルージョン教育の提唱は，単に学校理念の提示にと

どまらず，教育方法にまで踏み込んでいることが特徴である８）。いかなる一斉授業であ

ってもそれだけでは特別な教育的ニーズを持っている子どもの学習保障には不十分で

あることが含意されている。 
 ここで一つの考え方に留意しておく。それは，特別なニーズと一般的なニーズの関係
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である。よくある議論は，すべての子どもが固有のニーズをもっているのであるから，

あえて「特別な」をつ ける必要はないというものである。ニーズの個別的内容とその

大きさ・深刻さを捨象するこの議論が結局はニーズの否定に行き着くということについ

ては，かつて太田堯の「ちがい」論を批判した際に論じた。ニーズの連続性が問題とな

るが,ニーズの連続性を主張することとそこに含まれる質と程度の差異を無視すること

との間には大きな違いがある９）。その区別はニーズの質と程度にかかわる実践的なもの

である。日本の学級は実は異質集団であるにもかかわらず，等質あるいは同質であると

いう虚構の上に構築された教育実践と教育学によって，質の差を問わない「ちがい」に

押し込められてきた。少なくても，今日の日本の学校が，すべての子どもの「ニーズに

応じる」ことができる歴史的段階になく，限られた行財政制度の中で様々な教育施策に

優先順位が必要とされる歴史的に制約された社会状況にあって，「特別なニーズ」の強

調はさけがたい。逆に，特別なニーズに対する社会的合意が成立するところで，すべて

の子どものニーズに対する配慮が広がる可能性がうみだされる。臨床教育学の提起は，

もしそれが特別な教育的ニーズとインクルージョン教育に関与しないのであれば，これ

までの教育学の名称の単なるコスメテイークに終わることになろうし，その意義もきわ

めて限定された時流的なものとなり，その名称もまもなく消え去ることであろう。 
 ② 第２に，子どもの様々な困難や問題を「ニーズ」「特別な教育的ニーズ」と概念

化することによって困難や問題の権利性，主体のありかをイメージすることである。単

純化すれば，困難や問題が生じるのは，教育作用が子どものニーズに合っていないから

であり，子どもはニーズに即してあるべき教育を要求する権利を持っている，というこ

とである。ユネスコのサラマンカ声明が，声明に先立ち，国際的な人権宣言，教育権宣

言，権利条約を想起していることも，権利性の主張を内包していることを示している。 
「特別な教育的ニーズ」の観念は，実は「教育的」ということの|日来の学校的イメ

ージを超えることを意味することに留意が必要である。義務教育学校の固有の使命は，

いかなる学校イメージを描こうともその中心的使命が系統的計画的知的教育にあり，岡

田が「主知主義的」と呼んだある意味で宿命的な`性格を有している。日本の学校はそ

れに加えて，行動形成，「人格形成」に特別のアクセントをおいている。その意味で，

社会化としての人間形成学校としての性格を色濃く有している。「特別ニーズ教育｣はそ

れを否定するものではなく，その枠組みを広げ，子どもの全体性を視野に入れ，それを

子どものニーズから再構成しようというものである。それは，これまでの学校教育観を

相対化し，子どもの内面，情動，自我のあり様へ関心を向け「教科と行動を教える」と

いう学校教育のイメージを大幅に乗り越えることを主張することになる。 
 最近話題になっている「小１プロブレム」を例にとれば，学校教育がすでに形成され

ていることを前提として想定してきた学習レディネスや対人的関係や距離のとりかた，

集団への参加の方法と能力の形成そのものを学校教育の課題とすることになる。６歳で,
それは当然成立しているべきものであるという観念を前提とすれば，そうでないものに
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対する対応は治療教育的である。しかし，多くの子どもがそれを必要とし，それへの対

応なくしては学校教育がたちゆかなくなっているとすれば，それは単に治療教育的では

なく，標準的で正統的な学校教育の課題である。 
 ③ 少人数学級の二面性から 
  今，少人数学級の必要性が語られ，いくつかの自治体で独自に 30人学級が実現し

つつある。少しだけ言及しておきたいのは，少人数学級の実現が現在の教育問題を大幅

に解決するかの幻想がしばしば語られていることに関連してである。少人数学級の実現

は，教育問題解決の必要条件ではあるが，十分条件ではない。それどころか，少人数学

級はこれまでの日本の学校の教育観と矛盾を呈することになる可能`性さえ有している。

旧態依然とした関係で子どもに臨むならば，子どもだけでなく教師もともに一層息苦し

くなるであろう。少人数学級への懸念として，学級集団と学習集団がことなることを理

由にその教育的意味に疑問が呈されることがある。しかし，それは，表面的な違いにす

ぎない。６歳の子どもの有する柔軟性は学級集団と学習集団を交代する程度の変化には

十分対応可能である。根本的問題は，その際の指導のあり方や日常の学習指導における

子どもとの関係の取り方にある。単純化していえば，「学級崩壊」，不登校・登校拒否，

いじめなど今日の教育問題のほとんどすべてが児童生徒数 10 人から 20 人の少人数学

級であっても生起する可能性はちいさくない。 
 「特別ニーズ教育｣を有する子どもを含むすべての子どもの内面的ニーズや自我の充

実に基づく学習と発達の援助的指導を実現することがなければ，少人数学級はまだマシ

どころか，多人数ゆえの管理の目こぼしさえなくなり，硬軟両面の管理主義をいままで

の多人数学級以上に格段に強める危険をはらむという点である。この管理主義は，事実

関係としてのシステム的なもので，個々の教師の主観から独立して作動する。すなわち，

いわゆる力をもってするあからさまな「管理教育」「競争の教育」だけでなく，子ども

中心の教育にも学力保障の教育にも少なからず見られるものである。少人数学級が実現

されれば，「丁寧な指導ができる」と表現されるその「丁寧さ」の中に潜む危険性であ

る。この「丁寧さ」は，子どもの内面，自我，発達的矛盾，信頼などの媒介項を意図し

て教育的かかわりの中に措定しないならば，子どもだけでなく，教師をも息苦しくさせ

る。ここに，臨床と教育実践の違いとして暗示されてきた中間項が存在するかもしれな

い。子どもが見え,｢丁寧な指導」ができるという時，直接的指示をひかえて子どもの主

体的判断や迷い，思考のまわり道を承認する関係のとり方ができるかどうかが問われる

ことになる。これを旋回点として，子どもの個別的二一ズをカウンセリングの管轄事項

として教師の教育実践から解放し，教育実践の「負担軽減」の方向に行くのか，教育実

践の基底をなすものとして教育実践学の再構築に進むのかということである。学校が子

どもを意図的に導く社会的機関でありながら，同時にその前提として，子どもに学習と

生活の主体としての感覚，実感を育て，自己意識と自尊心を育てることこそまさに臨床

教育学が解明しなければならないところの課題がある。 
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３．教育実践における「臨床」の意味するもの 
（１）「臨床」の含意 
  教育における｢臨床｣の定義は存在しないといってよい。とはいえ，一定の広がりを

見せてきた用語に対して，個々人の主観に任せるだけではすまなくなっているのも確か

であろう。とりわけ｢臨床｣という言葉が時代の要請として流行しているからなおさらで

ある。中村雄二郎が，医学における臨床を論じて，科学的医学の臨床的統合はいよいよ

不可能になっており，その安易な統合は幻想であると断じ，一種の統合が可能であると

すれば，それは対等な結合ではなく，〈臨床の知〉の主導下に科学的医学の諸成果を取

捨選択し，再組織することである，と述べていることについては，臨床という言葉を教

育実践の視点に置き換えてみれば，基本的に賛同することができる１０）。しかし，〈臨床

の知〉を科学的な知に対立するものとして描きだすことに対しては，自然科学モデルで

はない教育実践の科学のあり方を考えている者としては肯首しかねる。 
  筆者は，８０年代の教育学は決して生産的とは言えない教育学の概念の再検討に向

かったととらえている。その一つの特徴は，教育実践から距離を置くという傾向であっ

た。それを，かつて「教育学の危機」と表現したことがある１１）。 
 その背景に，子どもの変化とそれに対応し得ない学校教育へのいらだち，絶望が教育

学研究者の中にもあったように思われる。臨床教育学との関連で具体的に見るならば，

次のような情景を思い浮かべることができよう。 
 不登校･登校拒否児童生徒に対して，「学校は来るべきもの」という教師の常識が鋭く

対立した。学校批判の多くは，「学校は来るべきもの」という教育（学）の常識が不当

であるという外在的批判が中心をなし，教師の願いと苦悩にわけいってその根本におけ

る理解を深めるものではなかった。その根拠ははなはだ情緒的であり，なぜ，何が不当

なのかについての理論的な説明は説得的にはおこなわれなかった。教師のこだわりにつ

いて，教員文化，学校文化という視点からの教育社会学的研究の成果は制度ないしシス

テムとしての教師の行動特性の説明として重要であった１２）。しかし，身体的不調を訴

える不登校・登校拒否児童生徒を前にして，「頑張って登校しなさい」「登校してくれな

ければ何もできない」という子どもに対する教師の言動や学校の息苦しさに対して教師

の人間的感性，感受性かなにゆえ作動しなかったのかということについての説明として

は不十分である。なにより，教師がどのように変わりうるのかということについての見

通しを示せなかった。 
 教育相談の過程で教師の心性としての壁を感じることはままある。教師が，多動（AD
／HD）の子どもに対して，なぜ子どもが動き回り，トラブルを起こすのかを理解する

前に，すなわち，子どもの状態をよく理解することよりもまず「どうしたらいいか」を

知りたがるのはなぜか。学力は中位であるにもかかわらず，左右の方向や時間が分から

ず，友達と約束ができなかったり，鏡文字を書き，言葉や漢字を造語してしまうことで
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悩んでいる LD 傾向のある子どもが高校生になるまで学校で一度として気づかれなか

ったのはなぜか。どうしてもアルファベットが書けない中学生が３年生の中頃まで一度

もきちんとした教育相談を受けていないのはなぜだったのか（高機能自閉症か LD が疑

われる）。いずれの場合も子どものニーズは決して軽微ではないのにもかかわらず，教

師からの指摘はまったくなされていない。学校において問題が大きいのは，不登校・登

校拒否や行動上の問題が量的にも質的にも多くの場合学習に関わって生じているにも

かかわらずそこへの視点が「臨床教育学」も含めてきわめて弱いということである。上

りなどの学習の問題が行動問題として顕在化していない場合にはなおさらである１３）。

「臨床教育学」が心理臨床に引きずられてイメージされていることがその傾向を強化し

ているのではないかと筆者は見ている。「臨床教育学」の内実が問われているといって

も良い。 
 筆者は，教育実践の主体を，子どもを学習・発達の主体ととらえるところに位置する

教師であると考える。その意味で，教師と子どもとの関係は主体一主体関係であるのだ

が，主体の意味次元が異なっている。筆者は，実践的視点として臨床を捉えようとする

が，実践はこれまでにも教育学の基本的視点として重視されてきたはずである。にもか

かわらず，新たに臨床教育学が提起されているということは，教育学及び教育実践概念

が批判的に問われていることになる。 
 教育における臨床の特徴は，１）子どもにある問題（ニーズ）に即する，２）問題の

生じる日常の場における日常的かかわりのなかにある，ということである。伝統的心理

臨床における臨床は，カウンセラーとクライエントの非日常的関係性のなかにある。 
 （２）教育学における人格発達問題 
  問題（ニーズ）に即するとは，教育の場における教師と子どもとの実践的関わりに

おいて，子どもの人格発達を子どもの内面からとらえていく視点に他ならないと筆者は

考えている。その視点は７０年代教育理論において芽生えていた。川合章の教育本質論

一人格発達の教育学は 70年代教育学の到達のひとつをなすと考える。川合は「ふつう

には能力という表現には含めない人間の働きをもふくめ，能力発達を最もその基底的な

部分からとらえなおしたい」とし，教育の対象として子どもの人格丸ごとを対象としつ

つ,｢人間の諸能力とその発達的組合せ｣として三の系，すなわち(1)からだの働き，手の

働きの発達，(2)言葉・認識・操作の発達，(3)感情・意志の発達に加えてさらに，（４）

「交流・自立・集団活動」を第４の発達の系とみる。そしてこれを，狭い意味での人格，

あるいは人格的機能として位置づけている１４）。 
 この第４の発達の系について，「欲求･要求一活動は，この４つの系の発達を推し進め

る動力であると同時に，発達の場」であると川合は述べている。こうした理解の背景に，

川合が前３つの発達の系を推し進める「原動力」を人々の「欲求・要求」に見て，それ

を「人間の内的諸条件と環境との間に存在する矛盾，不均衡が，その内部に転換して，

人々を，矛盾，不均衡の克服へとつき動かす動力である」と把握していることがある。
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そこには,｢60年代からの学習への意欲の減退と非行化傾向｣への考察が反映している。

「能力発達の基底的部分」は狭い意味の人格・人格機能としての「交流・自立・集団」

の系を含んで心理学的な能力発達の理論に教育学の独自の立場を示した。川合も子ども

を捉えるとき,｢外界に意識的に働きかけ，外界を変更することを通じて，自分の能力を

発達させることのできる意識的能動態と見ること｣を第一にあげている。すなわち，そ

の人格観は，子どもを意識的能動態と見るところに主眼があった。また，問題を「内的

条件と環境との間の矛盾等の内部への転化（欲求，要求の成立）の条件」に言及し，こ

れを「人間的環境」すなわち人間関係に見ていることも重要である。我々は社会的な変

化に対応する教育学への要請にいかに応えるかという 70年代からの課題を継承してい

るが，その対応の仕方は，クラーヴイッツ（Krawitz,R.）の表現を逆転させれば１５），

＜教育学の代わりにセラピーをもってする＞傾向あるいはく教育学の代わりに社会学

をもってする｣傾向をもっていなかっただろうか。少なくても拙著「現代学校と人格発

達一教育の危機か教育学の危機か－」はそうした強い問題意識の下で企図された。｣川

合は障害児教育にも正面から関心を示した数少ない教育学者であった。どんなに重度の

障害を持つ子どもの場合にも発達を子どもの主体的能動的獲得のプロセスと見る発達

観におけるある種の健康さが 70 年代から 80 年代のはじめにかけての特徴であった。

しかし，今日の教育状況から見ればそこにいくつかの検討すべき課題が残されていた。 
 川合が，発達の原動力すなわち「欲求，要求の成立」を「内的条件と環境との間の矛

盾等の内部への転化」と見ていることである。これを外的矛盾の内在化論いわゆる内化

理論として外在化理論に対置して批判するのは早計に過ぎるであろう。 
 この転化の次元が教育実践にとって重要な意味を持っていることは疑いないのであ

る。内化理論と外在化理論を同一次元で対置することに問題があるのであるが，人格発

達のプロセスにおいて生理学的，神経学的な成熟（それ自体社会的な環境抜きにはとら

えられないものではあるが）のひとつのプロセスとしての内的矛盾の熟成への視点が必

要である。別の視点から見れば,｢内的条件と環境との間の矛盾等の内部への転化」は自

動的に生じるものではなく，子どもの内部に「転化する」プロセスがいかに多くの克服

しがたい葛藤と悩みをともない，さらには人間的共感とまだ子どもがもっていないよう

な大きなエネルギーとを必要とするものであるということに対してどの程度の理論的

自覚があったのかということの検討が必要であろう。その意味で当時の川合において，

川合が「人格機能」と呼んだところのものが「人格機能」でよかったのかどうかの検討

が必要とされるのかもしれない。人格の中核的，基底的部分と呼んでこれを教育学と教

育実践のテーマとすべきではなかったかと考える。もちろん，川合も「自己意識」「自

我の自覚」に言及している。しかし，人格の基底部分には，目的意識性と呼ばれること

もある人間の意識的能動的な「人格機能」を支える自覚的，能動的，対象的でない人格

の基底への着目はまだ弱かったのではなかったか。そして，子どものさまざまな問題状

況を観察しえた今日的段階で，その上に意識的能動態を形づくる人格の基底部分におけ
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る無意識的，受動的で，絶対的安心と信頼に支えられなければ成り立たない自尊感情，

自己肯定感などの形成を教育学と教育実践の重要な課題として措定することが不可欠

である。 
 教育実践がつねに積極性と目的意識性と活動性のメタファーにおいて捉えられるとす

るならば，臨床の視点は，その積極性を陰から支える「受動性」において捉えられる。

この場合の「受動性」とは，さまざまなレベルを含んで理解される。たとえば，人間の

自然的，歴史的制約としての側面である，いわゆる受苦的存在として。これは，人間的

自由の根拠をなす。また，生命体としての人間の存在を静的な状態において支えるいわ

ゆる植物的存在として。これは生物の生命維持装置としてホメオスタシスを保持する主

として自律神経系や内分泌系が司る。このバランスが崩れるとさまざまな神経症や生体

の全身の疲はいを引き起こし，死滅に至ることさえあることをストレス理論は教えてい

る。社会関係においてもおなじことが言いうる。自立（自律）の根拠でありその源は依

存と安心，すなわち信頼にある。積極的な能動性を支えるのは静かな自己意識と自尊感

情である。活動性は休息によってこそ高められる。しかし，教育実践における実践のイ

メージ，教育実践における子ども観はその一方の積極性，目的意識性，対象的活動性を

過度に尊重してこなかったといえるだろうか。教育学的な臨床の教育観，子ども観は、

心理臨床におけるようにその逆への偏重ではなく，両者をともに視野に入れる。実践概

念においては対象的活動＝変革的実践が重要な意義をもつことを否定できないにして

も，その際の対象的活動も直線的にではなく，矛盾を本質とする発達的理解において捉

えられなければならない。教育学において臨床が強調される所以は個々の子どもの自由

と安心や信頼に基づく自己意識，自尊感情，自己肯定感などとして語られるその基盤（深

層といってもいい）への着目である。教育学にとって必要なことはこれまで教育実践が

それを苦手にしていたという事実の承認と自己批判的省察である。その上で，臨床教育

学の求める教育実践像は，教師の指導性を引き下ろすことではなく，教師と子どもとの

新たな関係性を構築する教師の指導性を一 
層求めることになる。 
 田中孝彦は，教育実践においても子どもに聴くことの意義を強調する。それも，子ど

もの人格の基底に迫る方法として位置づけられると考える。しかし，聴くとはどういう

ことかが深められなければならない。教育において，教師が言語的に「聴く」ことから

始まることは当然であるが,子どもとの関係における言語の過剰が問題となる。いわゆ

る教師がしゃべりすぎるという問題，子どもの言葉の表面に直接的に反応するという問

題がある。その背景に，子どもが分かってくれない，分かっていないという脅迫的不安

が潜んでいるかもしれない。したがって，「聴く」ことの強調には意義があるが，子ど

もとの関係においては聴くことを含めて子どもの行動のさまざまな次元に注意を向け

なければならない。時には心理的アセスメントを利用することも必要となる。教師の指

示を聞けなかったり，数秒後には忘れている子どもや，文字や漢字がどうしても書けな
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い子どもに短期記億に障害があり，３つの音節までは記憶できるが，それ以上は記`億
できず勘に頼って行動しているなどということがある。そういう子どもが内心でどれほ

どの不安と自信のなさに耐えているかということに想いが向かずに，逆に直感が優れて

いる子どもという認識ですまされている場合などは決して少なくない。継次的な認知処

理プロセスに困難があるため約束が守れなかったり，行動の手順がうまく理解できない

などということが起きることもある。こういう子どもが教師の指示を聞かず，約束を守

らず，「自己チュウ」であると非難され生徒指導の対象とされるというシーンは，幾度

となく観察され繰り返されている事象である。 
 
４． 教育実践イメージの再構築 
  臨床の含意を教育実践からきり離したり，それは教育の課題ではないとして人間関

係論や心理治療の領域においやるならば，教育実践はますます子どもや親の教育困難を

心理治療や医療あるいは警察の生活安全課などにその重要な課題を引き渡すことにな

る。なぜなら，特別な教育的ニーズとして示される子どもの学習・発達の困難は事実と

して存在するのであり，切実かつ「待ったなし」の援助を求めているからである。この

課題に教育学が応えないのならば，また応える能力がないのであれば，ニーズが別のサ

ービス提供者のところへ向かっていくことは当然であるし，それを止めることはできな

い。そこで，「臨床」と「教育実践」の関係が問題となる。同時に，学校教育の積極的

な自己定位，アイデンティティが問われることになる。即ち，教育学特有の未来指向性

が外在的な学校批判に対応する自己否定的，自虐的「問い直し」を克服し，さらに本稿

でわずかながら検討した臨床の見地を含んだ教育実践観の再構築に向かわなければな

らないと考える。 
 クラーヴイッツは，「セラピーではなく教育学を」という著書において，ドイツの教

育実践の二つの傾向を批判して新たな教育学の構想を提起している。批判されている二

つの傾向のひとつは｢教授学 （Didaktik）への矮小化｣であり，他の一つは「セラピー

ないし特殊専門が本来的な教育学の使命を補償する機能を引き受ける」事態を指してい

る。「補償」とはく代わりに埋め合わす｣ことである。この指摘は，そのままではないに

しても，日本の教育と教育学の状況に，そしてそれに対する筆者の観察とも重なり合う。

心理治療におけるかかわりが主に１対１の関係であり，教育的関係におけるかかわりは

教師対子ども集団である，と特徴づけられることについても問われなければならない。

その特徴づけは，シンボライズされた表現と見るとき誤りとは言い切れない。心理治療

においても家族療法などグループを対象とするものがあり，教育においても城丸章夫の

生活指導論における「交わり」の指導の提起などを想起することができる。子どもは 1
対１の関係におかれたときと集団の中におかれたとき，おなじひとりの子どもが全く異

なる行動を見せる。それは，子どもが関係的存在であること，どちらの場合も一方を絶

対化することができないことを示している。ただそれだけのことを思い浮かべても，１
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対１と集団という対比はわかりやすい反面，あまりに割り切りすぎているように思われ

る。 
 前述のクラーヴィッツは「個人教育学」（Individuale Pädagogik）を唱えて，個々の

子どものニーズ（Bedürufnisse）を教育実践の中心に置くことを求めている。それは，

子どもを個々バラバラにすることではなく教育実践における大人と子どもを「コミュニ

ケ ー シ ョ ン 共 同 体 の 協 同 の 担 い 手 」（ die gemeinsamen Träger der 
Kommunikationsgemeinschaft）と見るからである。 
 教育実践における個人的かかわりの視点の重要性は，不登校・登校拒否，学級崩壊な

ど今日的教育問題にあらわされる子どもと親のありようにも関係している。事実上，年

齢のみを就学の基準としている日本では，①子どもは，入学当初において教師が身につ

けているべきものと期待する学校レディネスを未発達なまま入学してくる，②子ども自

身が，自らを集団の一員として定位し，そのように行動しようとする規範意識を未熟な

ままに成長しているか，あるいは逆に固い規範意識にしばられている，といわれる状況

にある。③多くの子どもが，社会的条件の変化と生理的リズムの変調，また自尊感情な

ど自己意識を自分の力だけでは立ち直りがたく傷つけられており，治療教育的かかわり

を必要としている。こうした状況が相当に一般的であるとするならば，教育実践は未来

志向的な構えを相対化して，子どもの今を肯定し，安心と自分自身と他者に対する信頼

を再構築しなければならない。もちろん，段階論ではなく，比重を異にしながらも同時

並行的に構造化され，実践の中で深められていく。担任ひとりが多様で，多次元的な子

どもの課題やニーズに応えることはできない。このように考えてくると，教育実践の多

次元的な対応の構造を考えるとき，その根拠としてのニーズを構造的に把握することが

重要である。学校における教育相談と子どもに対する教育サービスの関係を筆者はニー

ズに対する多次元・多段階構造としてモデル化して提示した１６）。同時にそれは，本来

教職専門性が基礎的・初歩的な教育相談機能を有していることを強調する意図からでも

あった。教師は，日常的に子どもと接しているが故に，潜在的可能性として教育相談に

おいても個別相談よりもはるかに大きな成果を生む可能性を手にしているはずである。 
 教育実践は今日的な実践性の要請に応えようとするならば，教育の場における心理臨

床的相談ではなく，臨床を内に含んだこどもとの関係性を構築し，人格発達に焦点を据

えて，発達の源泉（社会的形成と教育）と発達の原動力の矛盾を含んだ力動的関係に見

通しを持って対峙することでなければならない。同時にそれは，すべてを教育的関係に

包摂しようという欲求を抑制し，教育作用の限界を踏まえて，学校教育の外部における

福祉、心理，医療の専門家との連携を追求することになろう。異分野との連携は，境界

を強調することではなく，重なりを重視し，重なり合う部分を協同，連携の場として活

動することを中心に構想すべきである。 
 このことは，教師に二重性を要求し，実践的ジレンマの中におくことになる。このジ

レンマは，単に「見方」「子ども観」の問題ではなく，実践的，現実的ジレンマである。
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したがって，本稿では詳述することはできないが，このように理解される 
 臨床教育学は，教師が本来的な教育専門としての実践的な潜在能力を発揮するための

学校施設や人的条件整備を必然的なものとして要求する。教師の二重性は，部分的に役

割分担として分離され異なる人格に担われることが必要である。たとえば，学校の中に

子どもが安心して自分の時間を持ち，休息や緊張を解くことができる空間を用意するこ

と，そこで子どもを見守り，時に話し相手になる大人を配置すること（この大人は，小

中学校において臨床心理士や学校心理士などである必要はないが，学校と子どもの発達

および学習と行動の両面をよく知っている人でなければならない）、この空間と大人は，

教職員全体の共通認識の下で，学校教育の一部として学校全体の中に位置づいていなけ

ればならない。さらには，学校の周辺に必要な時に直ちにコンサルテーションを受ける

ことができる医療や心理及び教育学の専門家とのネットワークを形成しておくことな

どである。 
 学校教育はその役割が縮小するどころか、子どもの人格発達を保障する社会的機関と

してますますその役割が大きくなっていく。しかし，その内実を備えるためには，教育

実践学がまず教育の臨床である日常の教育実践と個々の子どもの矛盾をはらんだ人格

発達のプロセスを教育実践学の科学性の根拠，出発点，帰結として，すなわち自己の存

在の根拠として措定することをもとめている。この当たり前の事柄の強調が，現今の教

育学のあり方に対する強い危機意識を背景に，必然性と不可避性の意識を伴って臨床教

育学の提唱となっていると考える。（滋賀大学教育学部附属教育実践総合センター） 
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