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1．シンポジウム趣旨説明（福島青史）

1．1．挨拶

時間となりましたので，シンポジウムを始めたい

と思います。本シンポジウムは，「市民性形成と言語

文化教育―価値観の異なる多様な人たちと共に生

きるために」と題しまして，10時から12時半までの

予定です。本日，司会を務めます早稲田大学の福島

青史と申します。よろしくお願いします。

はじめに，簡単にシンポジストの紹介をいたしま

す。1人目は，イギリス，リーズ大学のオードリー・

オスラー先生です。2人目は東京大学の小玉重夫先

生です。3人目は言語文化教育研究所の細川英雄先

生です。本日，通訳として北山夕華先生が，ウィス

パーリング通訳として嶋津百代先生に入っていただ

いています

シンポジウムの流れですが，まずは簡単に私のほ

うから趣旨説明をいたします。それから，順番に

オードリー先生，小玉先生，細川先生とご講演いた

だき，最後にディスカッション，質疑応答と続けた

いと思います。

今回，2時間半という長い時間ですので，会場で

ただ聞いているのも大変だということもあって，オ

ンラインフォーラムというものを用意しました。ア

クセスしていただくと，フォームがありますので，

皆さんご自身の思い付き，アイデア，質問等を書い

ていただければと思っています。これはディスカッ

ション，質問等のときも活用したいと思いますの

で，よろしくお願いします。また，紙のコメント

概要

本稿は，2019年3月10日に早稲田大学で開催された言語文化教育研究学会第5回年次
大会シンポジウムの記録である。
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シートもあります。細川先生の発表が終わった後に

回収いたします。

1．2．趣旨説明

1．2．1．シンポジウムの背景

では，シンポジウムの趣旨説明に入りたいと思い

ます。この大会全体のテーマである「市民性」につい

て，どのような背景があるのか，3人の先生の予稿集

原稿からまとめてみました。

現在，グローバル化の進展から，オスラー先生が

super-diversityと表現されたような，価値観の異な

る多様な人々が共存するような社会が到来したと言

えます。これはオスラー先生がいらっしゃるイギリ

スやヨーロッパもそうですし，日本においても，こ

れからどんどん現実味を帯びてくるでしょう。本シ

ンポジウムは，そのような現実を受けてテーマが設

定されました。

そして，このグローバル化，異なる言語・文化背

景の人が増えてきたという状況において，懸念され

る状況があります。それは，異なるものが自分を脅

すのではないかという不安や脅威。あるいは憎し

み，不寛容，外国人嫌いというようなリアクション

です。また，その差異の間での不公正といった問題

も出てきていると思います。もちろん，異なるもの，

新しいものと接触して興味深い，面白いなど，ポジ

ティブな反応も，もちろんあるとは思います。しか

し，今回，問題とするのはこういったネガティブな

感情です。

こういった状況に対する政治的なアクションやリ

アクションとして，保守主義，あるいは右翼の台

頭などが挙げられます。あるいは，our people first

とオスラー先生が書かれていましたが，いわゆる

America first，日本 first，都民 firstなど，私たちと

いう範囲を限定して，私たちの利益を優先するよ

うなアクションも出てきました。また，populism, 

nationalismも挙げられます。Populismの例としまし

ては，オスラー先生がアメリカの選挙やブレクジッ

トの例を挙げていらっしゃいました。さらに，暴力

が顕在化する場面もあります。それはテロや暴動

等，力の暴力もありますが，ヘイトスピーチ等，言

論による暴力もあります。現代社会は，暴力原則が

支配していて，言論，つまり言葉によって何ができ

るのかと考える状況が後退しているという背景があ

ると思います。

1．2．2．挑戦される国民国家制，市民性形成へ

こういった背景は3人の先生も共有されていて，

私たちもそれを共有して今回のシンポジウムの起点

としたいと思います。そして，その原因の一つとし

て，3人の先生が共通して持っていらっしゃる認識

は，国民国家制が挑戦されているという点だと思い

ます。ですので，われわれが今回このシンポジウム

で考えなければならないのは，国民国家における市

民，これが何であるのかということだと思います。3

人の先生，オスラー先生は例えば，国民シティズン

シップとグローバル・シティズンシップ，あるいは

このコスモポリタンという概念を使い分けていらっ

しゃる。これは国家的な枠では，なかなか説明でき

ないことを，新しい概念を使って解決されていま

す。小玉先生は国民性と複数性ということばで表現

されていらっしゃいました。細川先生もいろいろな

表現で指摘はされていますが，例えば，言語でいう

と，国語，第二言語，外国語という違いがあるとい

う考え方，これもやはり国民国家という制度に基づ

いています。国語と国語でない言葉の区別はいわゆ

る近代性に基づいた概念化によるもので，その問い

直しは同じ課題に繋がると思います。

もちろん国民国家がなくなるわけではありませ

ん。国民国家が規定している「人」というのは，「国

民」と国民じゃない人としての「外国人」という概念

になると思いますが，今この社会の現実が，国民，

外国人という概念ではうまく整理できない。あるい

は，個人と国，社会との関係が今までの概念ではう

まくいかないという問題がでています。多くの人

が，もっとアクティブに政治に参加しなければいけ



4

シンポジウム：市民性形成と言語文化教育 

ないという今日の状況において，国民国家制度に基

づく概念だけでは説明できないために，「市民性」と

いう概念が必要となったと思います。

1．2．3．市民性形成に向けて― 3つの目的

ですので，私たちの今回の最初の課題は，「市民性

とは何か」という点です。このことを皆さんの頭の

中で考えていただくのが最初の課題，最初の趣旨と

なっています。

図1．BBC (2016, June 24). EU referendum: The result 
in maps and charts. http://www.bbc.co.uk/news/uk-
politics-36616028

2.  Justice, power and inequalities: Rei-

magining education for human rights 

and citizenship in the face of global 

challenges to democracy and human 

rights (Audrey OSLER)

2番目は，「市民性をどう育成するか」という課題

です。今回3名のお話では，人権教育，シティズン

シップ教育，言語文化教育において，どのようにし

て市民性形成が可能なのかというような観点になる

と思います。3番目は，それぞれの教育が「何を目指

すのか」，という点になると思います。この3点を，

私も含めて皆さんで考えていただき，アイデアが生

まれればいいなと思います。以上で，私の趣旨説明

とさせていただきます。

2． 公正，権力，そして不平等：民主主
義と人権に対するグローバルな挑戦
への直面において，人権とシティズ
ンシップへの教育を再想像する

 （オードリー・オスラー）

福島：では，最初の講演に移りたいと思います。最

初は，オードリー・オスラー先生にご登壇いた

だきます。オードリー・オスラー先生は，リーズ

大学の名誉教授，サウスイースト・ノルウェー

大学の教授でいらっしゃいます。研究分野は，

民主的シティズンシップ教育，人権教育がご専

門です。そのような視点から，子どもの民主的

参加の権利，教師の仕事と市民性，人種やエス

ニックをはじめとするマイノリティー集団の経

験など，幅広い領域を扱っていらっしゃいま

す。では，先生，よろしくお願いいたします。

※オスラー氏の講演は元来英語でなされたもののため，
本来であれば原文の英語が左側，翻訳の日本語が右側に
置かれるべきだが，シンポジウム全体のレイアウトとし
ての可読性を優先し，日本語を左側とする。
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2．1．Living, teaching and learning in dangerous 

times

本日はこのような場にお招きいただきまして，大

変，光栄に思います。特に，このシンポジウムに私

を招待してくれた言語文化研究学会には，とても感

謝しています。こうして日本の皆さんと意見や考え

を共有することは，私にとって常に学習のプロセス

でもあります。ですから，それについても大変，あ

りがたく思っています。

今日の講演のタイトルは，「公正，権力，そして不

平等。副題が民主主義と人権に対するグローバルな

挑戦への直面において，人権とシティズンシップへ

の教育を再想像する」です。

私が前提とするのは，私たちが生きている今の時

代というのは，危険な時代であり，そこでわれわれ

は生きており，そこで教育し，学習しているという

ことです。

今日のそうした危険な時代というのは，1920年代

のワイマール共和国の状況に似ていると言われてい

ます。私は日本についてはお話ししませんが，日本

の状況を想像して頂けたらと思います。では，ヨー

ロッパの状況を取り上げてお話ししたいと思いま

す。

私たちが生きる今の時代，アイデンティティにつ

いて様々な新しい考え方が生まれ，胸が踊るような

発展もたくさん起こっています。ジェンダーや寛

容，新しいアイデンティティへのオープンさについ

て考えて見る時，同時に私たちは脆弱な民主主義の

時代に生きているとも言えます。たとえば，私たち

が暮らす時代には世代間対立が存在しており，人種

差別や反ユダヤ主義も台頭しています。

そしてヨーロッパではとりわけ，緊縮財政や予算

削減の影響が見られます。これはホームレスの人の

写真ですが，そうした予算削減や政府の政策の影響

というものが，弱い立場にいる人々に対して大きな

影響を与えており，貧富の差を拡大させています。

2. 1. Living, teaching and learning in dangerous 

times

Thank you．OK, thank you．It’s a great pleasure to be 

here this morning, and I would like to thank warmly 

ALCE for inviting me to come to participate in this 

symposium．It’s always a process of learning for me 

when I come to Japan and have the opportunity to 

share ideas with colleagues here．So I’m very grateful 

for that.

My title is justice, power and inequalities, reimag-

ining education for human rights and citizenship in 

the face of global challenges to democracy and human 

rights.

And my assumption is that we are living in danger-

ous times, and we are living and teaching and learning 

in dangerous times.

And in these dangerous or difficult times we’re liv-

ing, some people have suggested that we are living 

in a time which has parallels with that of the 1920s．

And I won’t presume to talk about Japan, I’ll ask you to 

imagine the situation in Japan, but I will focus here on 

Europe.

So we are living in a time where new ideas and 

many exciting developments are happening in terms 

of identity and thinking about gender and tolerance 

and openness to new identities and yet at the same 

time we are living in a time of fragile democracy． 

We’re living in a time where there’re inter-generation-

al conflicts and where we’re seeing a rise of racism 

and anti-Semitism.

And so we’re also seeing, particularly in Europe, the 

impact of government policies on austerity, spending 

cuts (and you see here a picture of a homeless) and 

these cuts and these government policies are having 

a big impact on disadvantaged groups and creating a 

wider gap between the rich and poor.
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このような形で，政府は人権に対する責任を果た

せていないと言えるでしょう。

2016年は，二つのポピュリスト的な選挙運動が

ありました。アメリカの大統領選挙に関して，アメ

リカファースト，make America great againといっ

たスローガンをお聞きになったと思います。ここで

は簡単にヨーロッパと，ブレクジット（イギリスの

EU脱退）の選挙運動について取り上げたいと思い

ます。この写真を見ていただきますと，たくさんの

人々が長い列を作って，イギリスに入国しようとし

ているように見えるとおもいます。これは実際には

イギリスから来た写真ではなく，はるか離れた場所

で撮影されたシリア難民の写真です。しかし，これ

は大衆に対する不寛容で人種差別的なアピールに使

われました。

こうした選挙運動の影響によって，少なくとも私

にとっては，前よりもイギリスのことを「ホーム」だ

と感じられなくなってしまいました。

このイギリスの地図（図1．BBC，2016）を見てみ

てください。黄色はEUへの残留の方に投票した人

が多かった地域で，青は脱退派が多かった地域を表

しているのですが，黄色と青の地域がかなりはっき

図2．BBC (2016, June 24). EU referendum: The result in maps and charts. http://www.bbc.
co.uk/news/uk-politics-36616028

So we could say that in these ways, governments 

are breaching their human rights obligations.

So, 2016 saw two populist election campaigns．

We’ve heard already about the US and the presidential 

election, America first, make America great again．

I’d like to focus though on Europe briefly and on the 

Brexit campaign．And in the picture here, you can see 

a long cue of people apparently trying to come into 

Britain．In fact, this picture was not from Britain, it’s a 

picture of Syrian refugees a long, long way away, but 

the picture’s about popular appeals to intolerance and 

racism.

And so the impact of these kind of election cam-

paigns, for me at least, makes the UK feel a lot less 

like home.

And here you see a map of United Kingdom (fig. 

1: BBC, 2016) and you see a big divide between the 

yellow areas which voted to remain in the European 

Union and the blue areas that voted predominantly to 
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りと分かれているのが見て取れます。このように，

人々の間に既に大きな分断があるのです。

こうした分断は，世代による違いを表した次のグ

ラフ（図2．BBC，2016）からも見ることができます。

たとえば，24歳以下はEUに残留する方に投票した

人が多く，65歳以上の人々の多くは脱退の方に投票

しています。このように，世代間の大きな断絶が見

て取れます。

これは，世代間の不公平の分かりやすい例とも言

えるでしょう。未来を担う若い世代が，意思決定に

十分に参加できていません。また，世代間の不公平

というのは，環境への関心ともたいてい関連してい

ます。ところが，これを見ると，投票が若者に対し

て逆風となっています。

教育の関連でいえば，例えば，イングランドの教

員たちはEU市民権やEUへの帰属性について話す

のが，とても難しいと感じています。状況を鑑みる

と，私にとってそれほど驚くべきことでないです

が。先生がたは，global citizenについて話す方がはる

かに容易であると感じています。これ（EU）は難し

いトピックになってしまっていて，話すことの困難

さというものが，この断絶のいくつかを生み出して

いるのではと思います。

これまでの私自身の研究は，倫理的枠組みとして

の人権に注目しようというものでした。それは「万

人のための教育」を強化する一つの方法であり，シ

ティズンシップ教育を強化しうるものであり，教育

における不公正に取り組むものです。人権に下支え

されたシティズンシップ教育とは，ローカルからグ

ローバル，国家も含めたあらゆるスケールの帰属を

とらえることができるものだと私は考えています。

私が著書『教師と人権教育』（オスラー，スター

キー，2010/2018）で描き出した人権に関するいくつ

かのアイデアは，ここから着想を得ています。これ

はありがたいことに，私の日本の友人研究者たちが

日本語に訳してくれました。

leave．So a big divide already between the people.

And we also see then, in the next diagram (fig. 2: 

BBC, 2016), the different age groups. So for the peo-

ple under 24, people voted to remain in the European 

Union, whereas people over 65, the majority wanted 

to leave．So you see a huge generational divide.

So I would suggest that this is also a good example 

of intergenerational injustice． That the young, who are 

the future, are not involved so much in the decision-

making． Intergenerational injustice is usually linked to 

environmental concerns． And yet, we see here, a vote 

which is working against youth and young people．

So in a way, this is not a big surprise to me．There’s 

a link here with education, because in England teach-

ers have found it quite difficult to talk about European 

citizenship and European belonging. They felt much 

more comfortable talking about global citizenship．

This has been a difficult topic and maybe this difficulty 

of talking about these issues has created some of this 

divide.

So my own work has tried to focus on human rights 

as an ethical framework, a way of strengthening 

education for all and a possible way of strengthening 

citizenship education and addressing injustice in edu-

cation．And I would argue that citizenship education 

underpinned by human rights is one which can look 

at all scales of belonging from the local to the global, 

including the national.

And this leads into some ideas about human rights 

that I have explored in our book, Teachers and Human 

Rights Education (Osler & Starkey, 2010), which col-

leagues have kindly translated into Japanese.
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2．2．Human rights, social justice and education

本発表の次のテーマは，「人権と公正，そして教

育」です。

最初の課題として先ほど述べましたのは，ポピュ

リズムの問題でした。ブレクジットはイギリスにお

けるポピュリズムを反映した議論ですが，東ヨー

ロッパやアメリカ，あるいは他の場所においてもポ

ピュリズムがみられます。

ここで，super-diversity，超多様性という概念を

挙げてみましょう。それはヨーロッパの人口という

ものが，長年そこに暮らしている集団や，植民地主

義の歴史を通じてヨーロッパとつながりを持つ人々

とは必ずしも関連付けらなくなり，はるかに多様な

人々がヨーロッパに暮らしているという状況にあり

ます。

ヨーロッパで多様性について人々の間で議論され

ているのは，ほとんどの場合はイスラム教徒を問題

視し，多文化主義に関する政策や考え方の極限とす

るものです。多くの政治家がイスラム教徒を躊躇な

く批判し，「もう十分だ，多文化主義は行き過ぎてし

まった。これらは限界を表している」と言います。

ヨーロッパとヨーロッパの組織や制度が理想とし

てきたものの一つは，人権です。しかし，ここに理

想と現実の矛盾があります。なぜなら，この写真に

写っている現実というのは，ヨーロッパが難民たち

の到着を妨害しているというものです。私たちは，

おびただしい数の難民や移民が地中海を渡ろうとし

て命を落としていくのを目撃してきました。

ヨーロッパでの度重なるテロ事件の結果，表現の

自由が強調されるようになりました。「これこそが，

我々が保持すべき重要なものだ」というのが，パリ

のテロ事件の写真に対する反応です。表現の自由は

政治家たちにとって最も重要な人権になりました

が，かれらは一方で，ほかの人権，例えば信仰の自

由を軽視しているわけです。

ここで，シティズンシップ教育や民主主義教育へ

2. 2. Human rights, social justice and education

So the next part of the talk is to look at human 

rights, social justice and education.

And the first issue that I’ve tried to illustrate al-

ready is that of populism．Brexit, the debate reflected 

populism in the UK, but we also see populism in East-

ern Europe and in the US and elsewhere.

And the concept of super-diversity comes in here, 

where Europe’s population is no longer linked to long-

standing groups and to those linked to Europe through 

colonial history but a much wider group of people liv-

ing in Europe.

And in public debates about diversity in Europe, it’s 

nearly always Muslims who are seen as the problem, 

who are the limiting case for policies and ideas relat-

ing to multi-culturalism． Muslims are the people about 

which policymakers are not afraid to criticize and to 

say, “This is enough．Multi-culturalism has gone too 

far.” They’re the limiting case.

And one of the ideals of Europe and European 

institutions has been human rights．But there is a 

contradiction here between the ideal and the reality, 

because the reality as you see in this picture is Europe 

preventing refugees from arriving．We’ve seen mil-

lions of people die trying to cross the Mediterranean 

as refugees and migrants.

And the result has been of terror attacks in Europe, 

has been to emphasize freedom of expression to say, 

“This is the important thing that we must have,” this 

is in response to a terror attack picture in Paris．But 

freedom of expression has become a most important 

human rights of policymakers neglecting other human 

rights such as freedom of religion.

And the problem now I’d like to look at is the prob-
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の伝統的な，または国家的なアプローチの問題を考

えてみたいと思います。

ヨーロッパにおいて，教室にいるたくさんの子

どもがその国の国民でないという現状があります。

したがって，フランス，イギリス，あるいはノル

ウェーのシティズンシップについて教えることは，

もしもその子どもたちがその国籍を取得する機会が

得られない場合，意味をなしません。

生徒によっては，いま持っている国籍で特に不便

がなく，住んでいる国の国籍を取りたいと思わない

場合もあります。特権を持っている子たちですね。

他には難民や，正式な在留資格がない子ども，ある

いは無国籍の子どももいるわけです。

そして，その国の国民だけれども，排除されてい

ると感じている子どももいます。社会でかれらが経

験したことを通じて，他者化されたと感じている子

どもたちです。

しかし，これらの生徒たちはみな人権の保持者で

す。これが，かれらに共有していることなのです。

ここで国連の『人権教育および研修に関する宣

言』（United Nations General Assembly，2011）につい

て簡潔に触れてみたいと思います。こ子では人権教

育を三つの捉え方に分けています。一つ目は人権に

ついての学び，つまり知識です。その次は，学校教

育における実践です。学校や教室の中で子どもも大

人も，学びに参加すること，共に生きていくための

学びを経験すること，違いを認識することです。

三つ目というのは人権のための学びです。例え

ば，社会を変えていくこと，批判的な視点を持った

愛国心を促すことです。それは，自分の国を批判し

てより良くしたいと思えるくらい，自国を愛する気

持ちのことです。

2．3．Challenges for human rights

次に人権に対する課題や挑戦，また，人権を理解

lem of traditional or national approaches to citizenship 

education and democracy in education.

In our classrooms in Europe, we have many stu-

dents who are not citizens, so to teach them about 

French citizenship or British citizenship or Norwe-

gian citizenship, doesn’t make sense if they have no 

chance of claiming that citizenship.

Some of these students don’t aspire to become 

citizens．They have a citizenship already that works 

for them, they’re the privileged．Others are refugees, 

undocumented migrants, stateless persons.

And then there are other people in classrooms, oth-

er students who although they are citizens, they feel 

excluded, and they feel othered by their experiences 

in society.

But all these students are holders of human rights．

This is what they share in common.

I’d just like to say a little bit briefly about the UN 

Declaration on Human Rights Education and Train-

ing (United Nations General Assembly, 2011)．And 

it divides human rights education into three ways of 

looking at it．The first way is learning about rights, 

knowledge．The second is practices in schools and in 

classrooms where children are given opportunities 

and adults too, to participate in learning and to have 

experience of learning to live together and recognition 

of difference.

So the third way is learning for rights, making a 

difference and encouraging critical patriotism, loving 

your country enough to want to criticize it to try and 

change it for the better.

2. 3. Challenges for human rights

The next part of the talk I would like to look briefly 
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する際のいくつかの困難について述べたいと思いま

す。

Hopgoodという研究者は，「人権の終わり」につい

て語っています（Hopgood，2013）。

2003年に当時国連人権高等弁務官であったセル

ジオ・デネーロ氏が述べたことは，人権が今後直面

する避けがたい様々な試練に耐えるためには，人権

の文化というものが，大衆文化，popular cultureで

なくてはならないということです。人権が本当に革

新的なものであり，国家レベルやさらにその内側の

レベルで本当の意味で存在するものであるならば，

人権文化はやはり大衆文化でなくてはならないので

す。

彼が伝えようとしているのは，人権とは国連から

降ってくるものではなく，ローカルからナショナル

のレベルまで築き上げねばならないものだというこ

とだと思います。

ここで，そもそも人権とは何なのか，という疑問

が湧いてきます。とても基本的な定義として，私が

出発点だと考えているのは，人権とは，人間が抑圧

に抗うための衝動が表れたものだ，ということで

す。

抑圧に対する抵抗へと突き動かす感情とは，万国

共通だと思います。どの社会に住む誰であっても，

もしも抑圧されることがあれば，それに抗わなけれ

ばという思いを持つでしょう。

したがって人権教育というものは，生徒が不平等

を指摘し，不公正に挑み，変化を起こし，そして

ローカルや地域レベルや国家，グローバルな全ての

レベルで連帯を作っていけるよう勇気付けることに

関するものでなくてはならないのです。

そうした連帯をつくり出していく時，ポピュリス

トの考え方やポピュリズムを超えて物事を見ていく

ことができるのではと考えています。

残念ながら，人権教育というのは時に「彼らと私

たち」についての話になりがちです。たとえば，私た

ちは人権が尊重された天国に住んでいて，私たちの

at challenges to human rights and some difficulties in 

understanding human rights.

The researcher Hopgood has talked about the end-

times of human rights (Hopgood, 2013), the end of 

human rights.

And in 2003, the UN high commissioner for human 

rights said the culture of human rights must be a pop-

ular culture if it is to have the strength to withstand 

the blows that will inevitably come. Human rights cul-

ture must be a popular culture if it’s truly to innovate 

and to be truly owned at the national and sub-national 

levels.

So what I think he was saying, was that human 

rights cannot be dropped down from the UN, but it 

must be something which is built up at a local level 

and to national level.

So this leads me to ask a question, “What are hu-

man rights?” And my own very basic definition, my 

starting point is that human rights are an expression 

of the human urge to resist oppression.

And I would argue that that urge to resist oppres-

sion is a universal one, that everybody in any society 

if they are oppressed, has that feeling that they must 

resist.

So therefore, human rights education must be about 

encouraging students to name inequality, to challenge 

injustice to try and make a difference and develop 

solidarities at all levels, of a local, national and global 

levels.

It’s when we form such solidarities that enables us 

to look beyond populists’ beliefs and populism.

Unfortunately, human rights education in practice 

is often about them and us．We live in a human rights 

heaven, we have everything needed in our society and 
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社会には必要なものが全て揃っている。そしてこの

世界の遠いどこかに気の毒な人々がいて，その人々

は人権が侵害されている地獄に住んでいる，といっ

た感じです。

教師はどこか別の場所で起こっている人権侵害に

ついて教えがちですが，それは不用意に生徒の中に

他者に対する優越感を生み出しかねません。

もう一つの人権教育の難しさについてですが，例

えば，「私はかれらを子どもとしてみな同じように

扱っています。何も変わりません」という先生がい

ます。先生方は，全員に全く同じように接すること

で，平等が達成できるとしばしば信じています。

残念ながら，そのアプローチは，権力関係への問

いを無視しています。例えば，バイリンガルの子ど

もなど，子どもによって言語へのアクセスが異なる

ことを見過ごしています。また，子どもの文化的背

景や経験を生かした教育をすべきという研究結果も

無視してしまっています。

とりわけ懸念されるのは，ポピュリストや人種主

義者のレトリックの危険性と若者への影響を，この

種のアプローチが見過ごしてしまうことです。若い

人たちがそうしたレトリックを使ったり，インター

ネットを通じて触れたりします。

2．4．Ways forward: Theorizing and applying hu-

man rights and social justice education

最後に前を向いて未来を見据えていくということ

で，人権教育と社会正義のための教育というものを

どのように改善し，強化していくかということを少

し考えてみたいと思います。

まず最初に，普遍性という概念について考えてみ

たいと思います。権利というものは，異なる文化的

状況においてどのように適用できるでしょうか？普

遍性は，人権における鍵となる概念です。われわれ

全てがそうした権利を共有しており，皆がそれらの

権利を持っているという考え方です。

ここで問題なのは，マイノリティの文化というも

poor people in a distant part of the world are living in 

a human rights hell.

And so teachers often teach about human rights 

abuses elsewhere and inadvertently, create in their 

students a sense of superiority to others.

Another difficulty is that teachers often say, “I treat 

them all as children．I don’t see differences.” And 

teachers often believe that if you treat everyone the 

same, that that will achieve equality.

Unfortunately, that approach ignores questions of 

power．It ignores the fact that children have different 

access to language．Some are developing bilinguals．It 

ignores the research that tells us that we should build 

our teaching on children’s cultures and backgrounds 

and previous experiences.

Most worrying of all, this kind of approach ignores 

dangerous populists and racist rhetoric that young 

people are using and accessing online and its impact 

on youth.

2. 4. Ways forward: Theorizing and applying hu-

man rights and social justice education

So finally I want to look at ways forward and to think 

about how we might improve or strengthen human 

rights education and education for social justice.

So the first thing I think we need to look at is the 

concept of universality．How are rights applied in dif-

ferent cultural settings? Universality is a key concept 

in human rights that we all share these rights, that we 

all own these rights.

The problem here is that minority cultures fear the 
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のは，主流派の文化や教育によって同質化される懸

念があるということです。

したがって，人権教育に加えなければならない要

素として，権力関係の不均衡性への気づきが挙げら

れると考えています。権力性についての議論を加

え，権力性について認識し，生徒たちと検討しなく

てはなりません。

次は，物語的な想像力と，その権利について考え

ることの必要性です。ホミ・バーバという研究者が

言っているのは，ナラティヴの権利，物語る権利と

いうものです（Bhabha，2003）。それは，基本的に

は生徒に自分の物語や経験を話すように促すことで

す。自分たちの経験を語ることによって，多くの教

科書に書かれている，国家の支配的なストーリーに

一石を投じたり，挑戦したりすることになります。

そして，これらは，過去を記憶し，未来を見据え

ていくことでもあります。教育者にとって，生徒と

の最初のタスクは，違う未来を思い描いてみること

です。キング牧師の言う，‘ I have a dream’（私には

夢がある）です。

これは，教師の役割というものを再検討すること

とも関連します。ほとんどの先生がたは，生徒に対

する道徳的責任を負っていると考えていらっしゃる

と思います。私は，教師は生徒に対して，政治的責

任があるということも認識する必要があると考えて

います。

先に申し上げました，国連人権高等弁務官の言葉

に戻ります。大衆文化としての人権文化という話で

したが，彼が言っていたのは，教育は人権を大衆文

化にする手段であるということです。

こうした考え方は，国家というものをコスモポリ

タンな，世界市民的なものとして想像し直すことに

つながるものです。自分たちのホームをコスモポリ

タンな場所として想像し直すことが，教育における

社会正義に向けた第一歩となるのです。

私はこれまで教師の人生というものに注目してき

たのですが，ここで私がインスピレーションを受け

た3人の教師の話を紹介したいと思います。1人目

homogenizing impact of mainstream culture and edu-

cation.

So I think what we have to add to human rights 

education is to acknowledge asymmetrical power 

relationships．We have to add discussion of power and 

acknowledge it and explore it with students.

The second thing I think we need to think about is 

the narrative imagination and the right to, well, Homi 

Bhabha talks about is the right to narrate (Bhabha, 

2003)．And basically that involves encouraging stu-

dents to tell their own stories, to tell their own ex-

periences and by telling their own experiences, this 

troubles or challenges, the dominant national story 

that we find in so many textbooks.

And this involves also remembering the past and 

looking to the future． The first task for educators with 

their children, with their students is to imagine a dif-

ferent future．In the words of Martin Luther King, “ I 

have a dream.”

So this involves rethinking the role of the teacher．

Most teachers recognize they have a moral obligation 

to their students．I think we have to acknowledge also 

that teachers have political obligation to their stu-

dents.

And if we return to the UN commissioner, he talks 

about human rights being a popular culture and educa-

tion is the means by which human rights can become 

a popular culture, is what he said.

So this involves reimagining the nation as a cosmo-

politan nation, reimagining our home as a cosmopoli-

tan home and that is the first step I think towards a 

greater, justice in education.

And so I have spent some time looking at teacher’s 

lives and I would just like to share three examples of 

teachers that inspired me．The first one is a teacher 
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は移民としての経験を生かしてきた方で，ロンドン

で教員をしているベロニカ先生です。ガーナ出身の

彼女は，自身の移民としての経験を生徒と共有し，

移民というものを実際に人間が経験したものとし

て，生徒たちが理解できるよう助けています。

2人目は日本の先生です。奈良でお会いしたオガ

ワ先生は，日本という概念に挑戦する取り組みをさ

れていました。彼は，日本を想像し直してみるよう

問いかけていたのです。

私が見学した授業は，修学旅行の事前学習として

沖縄について学ぶものでした。そこで先生は子ども

たちに，日本の国境線について想像し直してみよう

と呼びかけました。日本は，私たちが今日知る日本

とこれまでずっと同じだったわけではありません。

たとえば沖縄は，常に日本の一部であったわけでは

ありませんでした。彼の取り組みは，反権力的な視

点を持った教育だと思います。

3人目は，私がミンジ先生と呼んでいる大阪の先

生です。彼女は民族教育を担当している先生で，自

身の人生のストーリーを語る中で，彼女が在日コリ

アン3世としてどのような不平等に直面してきたの

かを話してくれました。彼女は教育制度の中で周縁

化された立場にいましたが，彼女の活動は，世の中

を変えていくための政治的なスキルを生徒たちの中

に育むものでした。

まとめに入りますと，人権のための教育として，

この3人の先生が行っているのは何なのでしょう

か。何が変わる必要があるのでしょうか。まず，理

論から実践をつなげてみたいと思います。

この3人の先生がたに共通していることとして，

3名とも常に，新たに学ぶことがあるということを

知っていました。かれらは何でも知っているふりは

しないのです。

彼らは，生徒たちの複数的なアイデンティティを

認識し，子どもの権利というものを尊重していまし

た。

先生たちの取り組みは，生徒がローカルなコミュ

ニティで生きていくというだけでなく，他と相互依

Veronica from London who built on her own migration 

experiences．She came from Ghana and she was able 

to share her own experiences with her students and to 

help them understand that migration is part of human 

experience.

The second teacher is from Japan．And Mr. Ogawa, 

as we call him in Nara, was actually challenging the 

notion of Japan．He was asking us to reimagine Japan.

So this teacher was preparing his students when 

I was watching his class for a class trip to Okinawa, 

and he was actually asking children to reimagine the 

borders of Japan and that Japan hasn’t always been the 

Japan we know today．Okinawa, for example, was not 

always part of Japan．I think he was engaging in a kind 

of subversive kind of education.

And the third teacher is a teacher I call Min Ji from 

Osaka． She’s an ethics studies teacher and she herself 

told her own life story to us and how she faced in-

equalities as a third generation ethnic Korean living in 

Japan． And although she had a marginalized position in 

the education system, she was building her students 

political skills for change.

So to conclude then, what are all these teachers do-

ing in educating for human rights and what needs to 

change? First of all, to draw on theory and to put it into 

practice.

What these three teachers I think have in com-

mon is that they always know there are new things to 

learn．They don’t pretend they know everything.

They recognized student’s multiple identities and 

they respect children’s rights.

They are preparing the students to live in local 

communities but they are also preparing the students 
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存的につながり合う国で，またそうした相互依存的

な世界で生きていけるよう支えるものでした。

つまりこの先生たちは，生徒たちが政治的な影響

を生み出していくための力を育てているのです。生

徒たち一人一人をケアしつつ，自らも自分の人生に

おいて公正のために闘う準備ができていました。

最後に，ある質問で締めくくりたいと思います。

「なぜ私たちには人権のための教育と，コスモポリ

タンな価値観が必要なのか？」私の答えはこうで

す。全ての人間は，脆弱性を抱えた存在です。その

ために，私たちには道徳の教育と，全ての人々を包

摂するための政治的な枠組みが必要なのです。

ありがとうございました。

to live in an interdependent nation and an interdepen-

dent world.

So these are teachers who are equipping their stu-

dents to be politically efficacious．They care about 

their students and they are ready themselves in their 

own lives to struggle for justice.

So my last point, my ending point is to ask the ques-

tion, “Why do we need this education for human rights 

and cosmopolitan values?” And my answer is that all 

human beings are vulnerable and therefore we need a 

moral education and a political framework for educa-

tion which is inclusive of all.

Thank you very much indeed.

3． グローバル時代における政治的シ
ティズンシップ教育の可能性1

 （小玉重夫）

福島：次は小玉先生にご登壇いただきます。小玉先

生の講演のタイトルは，「グローバル時代にお

ける政治的シティズンシップ教育の可能性」で

す。簡単に先生のご紹介をいたします。小玉先

生のご専門は教育哲学，アメリカ教育思想，戦

後日本の教育思想史。教育の公共性に関する思

想研究，ハンナ・アレントの教育思想，また，公

共性の担い手を育てるシティズンシップ教育，

政治的リテラシーの問題，教育政治学の構想な

どにご関心をお持ちです。では，先生にマイク

を渡します。よろしくお願いいたします。

3．1．教育のグローバルを巡る2つのジレンマ

今，ご紹介いただきました東京大学の小玉です。

本日の講演のタイトルは，「グローバル時代におけ

る政治的シティズンシップ教育の可能性」です。ま

1　本講演の内容は，小玉（2019）をもとにしている。詳
細はそちらも参照いただければ幸いである。

ず，本日のテーマですけれども，先ほどのオスラー

先生の話と重なるのですが，教育のグローバル化と

いうものが私たちの教育にどのような変化をもたら

しているのかということです。これについて大きく

二つのポイントを指摘させていただきたいというふ

うに思います。

一つ目のポイントは，国民国家を単位にして制度

化されてきた公教育の在り方が，グローバル化して

いく世界の中で問い直されようとしているというこ

とと関わります。具体的に言いますと，公教育にお

いて育成される市民像が，国民国家を構成する国

民を基調とするものと，移民や難民の増大を踏ま

えて，より多文化的，マルチカルチュラルで複数

的（plural）なものになることとの間で，大きく揺れ

動いているということに関わるジレンマです。これ

は，「国民化と複数性の間のジレンマ」と言えると思

います。

具体的な例を挙げますと，2015年に韓国の仁川

で，日本を含む160カ国，110名の閣僚級を含む

1,500名が参加して開催された「世界教育フォーラ

ム」で，「仁川宣言」が採択されましたけれども，そ

こでは，教育の質を担保するものとして，グローバ

ル・シティズンシップ，グローバルな市民性教育と

いうことの重要性が位置付けられてますし，またそ
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の翌年2016年にG7の会合の中で日本の文科大臣が

中心になって「倉敷宣言」を取りまとめていますけ

れども，その「倉敷宣言」においても，「仁川宣言」と

同じようにグローバル・シティズンシップの教育と

いうことが重要だと言われています。つまり，日本

の政府も「仁川宣言」や「倉敷宣言」のグローバル・

シティズンシップに責任を負う立場を明らかにして

きているわけです。

ただし，ここで問題となるのが，そこで言われて

いる「市民性」というものが，従来の日本の制度が

取ってきた「国家社会の形成者を育成するのが日本

の学校教育の役割だ」，「国家社会の形成者を育むの

が日本の国民教育だ」という，これまで日本の政府

が公に取ってきた立場とどういうふうにつながって

いるのかということです。これは，必ずしも明確な

形で議論されているとは言えません。つまり，国民

国家を構成する国民ということと，移民や難民の増

大を踏まえて，より多文化的で複数的なものという

この二つの間のジレンマというものを，どのように

取り扱うのかということについて十分，議論が進ん

でいるとは言えない状況があると思います。これが

一つ目のジレンマです。先にも述べたように，国民

化と複数性の間のジレンマというふうに呼びたいと

思います。

二つ目のポイントは，学校教育の評価基準のグ

ローバル化の問題です。OECDのPISAに象徴され

るような，いわゆる経済のグローバル化が学校教育

の評価基準のグローバル化を促進しつつあり，日本

での全国学力学習状況調査なども，その評価指標が

反映されてきています。こういった教育の評価基準

のグローバル化は，教育に関わる格差の問題を解決

し，より多くの市民を社会に包摂（include）してい

くための手段として機能していく可能性があります

けれども，他方では，国際競争に生き残る人材を選

別し，基準に乗れる人と乗れない人とを振り分けて

いく，そういう排除のための手段としても機能して

いく可能性があるわけです。つまり，教育のグロー

バル化によって教育を評価する基準もグローバル化

していくと，より多くの市民がその中に包摂されて

いく可能性と，排除されていく可能性が出てくるの

です。これを二つ目のジレンマ，つまり「排除と包

摂の間のジレンマ」と呼びたいと思います。この二

つのジレンマの関係を考える上で一つの鍵になるの

が，本日のシンポジウムの話題になっている「市民

性教育」になるのではないかと思っています。

3．2．Key CompetencyからAgencyへ

そこで，先ほどもちょっと言及したOECDの話に

注目してみたいと思います。日本でも次期学習指導

要領，ナショナル・カリキュラムが改定されて，来

年度の2019年度以降，実施されていきますけれど

も，OECDの枠組みがかなり強く反映されていると

言われています。このOECDがkey competencyに次

ぐ次の段階の新しい教育改革の方向性をEducation 

2030 Projectという形で示しています。昨年の2018

年に，その中間報告のポジション・ペーパーが公表

され，日本でも文部科学省が翻訳して出ています

（OECD，2018/2018）。

今から15年前の2003年に，OECDはDeSeCoプロ

ジェクト（Definition and Selection of Competencies：

コンピテンシーの定義と選択）から，key competen-

cyという概念を定義しました。これがPISAや全国

学力学習状況調査などの基本的な部分になって，日

本の学習指導要領がコンテンツベースからコンペテ

ンシー・ベースに変わり，内容中心から資質能力中

心に変わったと言われています。ポジション・ペー

パーでは，このkey competencyという考え方をより

発展させ，新しい枠組みを示しています。

key competencyの発展形として，OECDが提案し

ているのが，agencyという概念です。agencyとい

うのは，若い人々が革新的で応答的で自覚的である

ことを意味していて，そういう人々が共に協力し合

いながら新しい社会をつくっていく，という概念で

す。これは変革を生み出す行為遂行性という意味だ

というふうにいわれています。この部分について，
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文部科学省の翻訳を読んでみます。

若者を教育するのは，働くための準備をする

ことだけが目的ではない。前向きで，責任あ

る行動をとることができる，積極的に社会参

画することができる市民となっていくための

スキルをつけなければならないのである。

　将来に向けて準備ができている生徒は，自

らの教育や生活全体を通して，エージェン

シーを発揮していく必要がある。エージェン

シーは，社会参画を通じて人々や物事，環境

がより良いものとなるように影響を与えると

いう責任感を持っていることを含意する。ま

た，エージェンシーは，進んでいくべき方向

性を設定する力や，目標を達成するために求

められる行動を特定する力を必要とする。

　…将来に向けて最も準備ができている生徒

は，変革の主体となる生徒である。

つまり，key competencyの概念の段階では，まだ

はっきりと明確にはなっていなかった agencyとい

う概念を持ち出してくることで，ここでは二つのこ

とを言っています。一つは，働くことの準備をする

ことだけが教育の目的ではないということ。もう一

つは，社会の可変性，つまり，社会全体が変わるも

のだということを前提にした，変化を生み出す主体

を作るということです。働くことへの準備だけが教

育の目的ではないということと，変化を生み出す主

体を生み出すことが教育の目的だと。この二つを含

み込んだ概念として agencyという概念を捉えよう

としています。それによって，その変革を起こす力

のあるagencyは，新たな価値を創造する力，それか

ら対立やジレンマを克服する力，そして，応答的で

責任ある行動を取る力という，三つの力を位置付け

ていることが一つの特徴になっています。

15年前，2003年のkey competencyにおいては，教

育で育成すべき competencyは，日本語でいうと資

質，能力ですけれども，列挙できるもの，つまり，

何々する力，何々する力，という形で列挙主義的な

というか，羅列する性格がやや強かった印象があ

りました。それに対してこのEducation 2030のほう

は，よりそれを包括的に示す一つの理念として生徒

のagencyを変革主体性として位置付けて，変革を起

こす力のある competencyということを特定すると

いう枠組みに変わっているという点が特徴になって

います。

これまでの学校教育というのが，どちらかといえ

ば，社会に適応する力，あるいは，その社会や既存

の秩序というものの規範を受け入れていくというと

ころに焦点を当てた形で主体の育成が語られてきた

とするならば，Education 2030では，社会の激変期

の中で自らが社会の変革を促していく，主体になっ

ていくというところに焦点化して agencyを位置付

けています。社会に適応する主体ではなくて，社会

を変革する主体として agencyを位置付けようとし

ている。そこがOECDのポジション・ペーパーの一

つの特徴だと思います。これはいわゆるOECDが現

在，直面している，先ほどオスラー先生からも話に

あった世界全体の大きな変動に対するある種の危機

感からも出てきていることなのではないかなと思っ

ています。

3．3．ジュディス・バトラーとagency

そこでこの agencyという概念について，もう少

し掘り下げてみたいと思います。この agencyの概

念を変革主体の行為遂行性と位置付けたもともとの

哲学的な潮流をたどっていくと，一つの先駆的な論

者として取り上げられると思うのが，ジュディス・

バトラーというアメリカの哲学者であると思いま

す。バトラーは，「agencyは主権目的を混乱させる

可能性がある」と言っています。また，「ジェンダー

は文化的に形成されてきたものだけれども，agency

や自由の領域の中で形成されている」とも言ってい

ます。つまり，agencyを，ある特定のアイデンティ

ティーや主体というものが形成されるその一つの領

域として，捉えようとしているわけですけれども，

それは支配的な言語にもなっている可能性があるけ
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れども，支配的な言語をかく乱させていくその要

因にもなっていくっていう，その両義的というか，

ambivalentな性格を含んだものとして agencyとい

う概念を位置付けています。予稿集で，最近，出た

バトラーのAssembly（バトラー，2015/2018）から引

用しました。ちょっと読んでみます。

以前，私はジェンダーの行為遂行性の中に非

意図的な agencyの形式を位置付けようとし

た。この形式はあらゆる文化，権力，言説の

外部にあるわけではないが，重要なことにそ

れらの諸関係，それらの予測不可能な逸れの

内部から生じるものであり，それらの制度的

体制全ての主権目的を混乱させる文化的可能

性を確立するものである。（pp. 45 - 46）

つまり，ここでバトラーは，agencyというものが

二つの可能性を持っていることを示しています。一

つは，agencyが，既存の構造，既存の制度的な体制

の内部にあるものだということ。しかしながら，同

時にそれは，予測不可能な逸脱，逸れの中から生み

出されるものであり，制度の混乱やかく乱，そして

変革する可能性というものを宿すものであること。

そういうものとして，変革主体の行為遂行性をはら

んでいると捉えているわけです。ですから，バト

ラーによれば，そうしたagencyは，例えば，難民，

失業者など，公的領域から排除された，あるいは権

力を剥奪された人々を政治の外側の存在としてでは

なく，内部にある存在として捉える上でも重要な概

念だと言っています。これは先ほどオスラーさんが

権利を持っている人と権力を持っていない人，権力

を持っている人は天国にいる人で権力を奪われてい

る人は地獄にいる人だっていう。天国と地獄の二分

法で考えるのは問題があるという criticalな問題提

起をされたことと恐らく重なっていると思います。

agencyは排除されている人々の中にも存在して

いるのだという。そこを見なきゃいけないというこ

とをバトラーは言っている。この部分ももう一度，

引用を読んでみたいと思います。

私たちは複数的なものから排除されたこれら

の存在と行動の状態をどのように記述すれば

よいのだろうか。賭けられているのは，剥奪

されたものが，政治と権力の外部にいるの

か，それとも特定の形式の政治的剥奪と特定

の形式の政治的 agencyと抵抗を生きている

のかという問いである。権利は，それが行使

されるときに，また協調して，連携して，行

動する人々によってそれが行使されるときに

存在するようになる。現存の政治体から排除

された人々，いかなる国民国家あるいは，他

の現代の国家形成体にも属していない人々

は，現実の諸関係を独占しようとする人々に

よってのみ，「非現実的」と見なされるだろ

う。しかしながら，公的領域が彼らの排除を

通じて定義された後も彼らは行動している。

つまり，公的領域から排除されているように見え

る人たちは，公的領域の内部にいる人々にとって

は，存在していないと見なされているけれども，排

除されている人々それ自体の中に agencyは存在し

ている。排除されている人々のagencyをいかに政治

的な公的な領域のものとして，認めていくのか，と

いうことが，まさに政治的なシティズンシップの問

題であると位置付ける必要があるということだと思

います。

ですから，この公的な領域から排除されて，権力

を剥奪されている人々もまた，変革する行為遂行性

を促す主体であり，そうした人々の行為によって，

公的領域が，常に再定義されて，組み替えられるも

のになる。パブリックな領域というのは，あらかじ

め存在するものではなくて，常に可変的なもので

あって，agencyの行為遂行性によって，その境界は

変わり得るものだっていうことをやはり私たちは認

識する必要があると，バトラーはagencyという概念

を使って言おうとしているわけです。

OECDのagencyという概念と，バトラーが提案し

た agencyという概念は，同じagencyと概念を使っ

て，しかも両者共に「変革を生み出す行為主体が

agencyなんだ」と言っています。それは，既存の制
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度や既存の内部に存在しながらも，それを組み替え

ていく変革主体の行為性を指す概念です。そこは共

通しています。一方で，かなりニュアンスの違いも

あると思います。OECDの agencyは，社会を再生

産させていくためには社会を変えなければいけない

という，社会の再生産に関心の基準があるのに対し

て，バトラーのほうは，その再生産のプロセスをか

く乱していく，あるいは，社会そのものや既存の社

会の在り方の変革をより強く施行していくという視

点があります。この点で，OECDのポジションとバ

トラーのポジションは，かなり違う部分があること

も事実です。

ただし，グローバリゼーションが加速していきま

すとOECDが提起した agencyは，当初の射程を踏

み越えて，バトラー的なagencyを組み込むようにな

るということも同時に想定されるのではないかとも

思います。テクノロジーの発展のアクセルを踏むこ

とによって，当初，想定していた枠組みを踏み越え

て，OECDの agency概念とバトラーの agency概念

がシンクロナイズしていくという可能性があるので

はないかと考えています。この問題については，テ

クノロジーの発展を加速させることで，それを達成

しようという加速主義の立場を踏まえておく必要性

があると思うのですが，これについては，改めて論

じる機会を持ちたいと思います。

3．4．国民化 /複数性，排除 /包摂のジレンマとシ

ティズンシップ教育

これまでの内容をまとめて，マトリックス（図3）

を作成してみました。冒頭で指摘した二つのジレン

マを整理すると，縦軸の国民化から複数性へという

ベクトルと，横軸の排除から包摂へというベクトル

の，二つのベクトルでマトリックスを考えることが

できると思います。グローバル化と教育の質の変容

を巡るこの二つのジレンマの中で，それをどのよう

に乗り越えることが可能なのかについて考えるとき

に，今，紹介した agencyを巡るOECDの動きとい

うのは，一つの示唆を与えると思います。つまり，

このマトリックスの中でナショナリズムから複数性

へというベクトルと，同時に排除から包摂というベ

クトルが重なるところ（第一象限）に，シティズン

シップ教育というものがあるとする。そこで，この

シティズンシップ教育を促すものとしてOECDの

agencyの概念とバトラーの agencyの概念を踏まえ

て，agencyを促していくような教育ということを位

図3．Two dilemmas and their matrix over the globalization and transformation of quality of education
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置付けていく。それを，いかにして行うのか，とい

うところが非常に重要なキーポイントとして出てき

得ると思いますが，それは先ほどのオスラー先生が

お話をしてくださった，新しい人権教育の可能性

が，一つの実践的な事例として出てくると思います

し，日本では選挙権年齢が20歳から18歳以上に引

き下げられましたので，まさにこの課題っていうの

は待ったなし，ど真ん中の課題として今後，日本の

学校教育の中でも出てくるであろうと思います。市

民性教育の方向性というものを促す動きとして，こ

の二つのジレンマを克服していく方向性というのが

この右上の部分の象限の中に出てくるのではないか

と思います。

ただ，これはあくまでも一つの可能性であって，

他の三つの象限の可能性，むしろ現実になってい

るのはこの三つかもしれないのですけど，日本で

いうところのナショナリズム（第四象限），moral 

educationって書きましたが，道徳の教科化のよう

な話になるかもしれません。さらに，先ほどのオス

ラー先生の話もありましたが右派ポピュリズム（第

三象限）というのは，ナショナリズム，つまり，グ

ローバル化がもたらす動きに対するある種のアンチ

テーゼとして，ブレクジットやトランプ政権の誕生

など，そのような動きも出てきていると思います。

それから現実にもう一つグローバリゼーションで支

配的な動きとして出ているのが，例えば，センター

試験を廃止して，新しい共通テストを実施したとき

に，そこにTOEFLやTOEICなどの民間試験を導入

するというような話があるわけですけど，TOEFL

やTOEICなどを大学入試に使おうというような話

は，マトリックスの中では，entrance examination 

initiated by private companyと書きましたが（第二

象限），quality assuranceの部分に当たります。これ

は，まさにグローバルな基準を学校教育に当てはめ

ることで，シティズンシップ教育ではなく，単なる

人の選別の基準にだけ適応されています。シティズ

ンシップ教育（第一象限）以外のこの三つの現実可

能性というのは，現実可能性ではなくて，すでに現

実化している中でこの右上をどういうふうに私たち

が掘り出していくのかというところが今後の課題に

なるのではないかということを申し上げまして，私

からの報告とさせていただきたいと思います。どう

もありがとうございました。

4．市民性形成はなぜ言語文化教育の目
的として位置づけられるのか

 （細川英雄）

福島：続きまして，細川英雄先生の発表に移りたい

と思います。細川先生のご講演のタイトルは，

「市民性形成はなぜ言語文化教育の目的として

位置付けられるのか」です。細川先生のご専門

は言語文化教育学。ことばと文化の統合から始

まり，国語と日本語の連携を経て，よく生きる

ための言語教育に何ができるのかという観点か

らことばの市民という概念を提案されていま

す。では，先生，よろしくお願いいたします。

4．1．市民性形成と言語文化教育の観点

みなさん，こんにちは。細川です。今日は「市民

性形成がなぜ言語文化教育の目的として位置づけら

れるのか」というタイトルを挙げさせていただきま

した。今，オスラーさんと小玉さんがお話しになっ

た，大きな枠組みでの市民性およびその形成あるい

は教育の問題について，では，言語文化教育として

はどう捉えたらいいのかという観点でお話ししたい

と思います。

今回のシンポジウムの大きな目的一つとして，い

ろいろな分野での市民性形成との関わりを考えるこ

とによって，その分野の目的の捉え直しができるの

ではないかということがでていました。それに加え

て，今回，言語文化教育という，これはその学会そ

のものの名称でもありますが，この言語文化教育と

いう立場としては，ことばを使って活動するという

ことは，その使い手の文化の活動でもあるという考
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え方に基づいています。そこで，市民性形成がなぜ

言語文化教育の目的として位置付けられるのかとい

うことを改めて考えてみたいと思うわけです。

言語文化活動とその社会における個人の言語活

動，および社会そのものの在り方との関連性という

ところが今回の課題になるかと思います。ですか

ら，言語文化教育としての市民性概念の在り方とそ

の意味，あるいはその課題について今日は検討して

みたいという次第です。

4．2．自律し共生する個人へ

まず，言語文化教育の観点から見た市民性とは何

か，ということを考えてみました。

この「市民とは何か」という問いは，「自分とは何

か」という問いとつながっていると考えることがで

きます。「自分とは何か」という問いはまさしく，「自

分とは何者であるか」というアイデンティティ概念

とつながっていきます。このことは，政治的，文化

的，社会的な帰属意識への自覚，つまり自分がどの

ようにその政治や文化や社会に帰属している，内包

されているのかということを自覚するということで

もあります。そのような自覚を持つことによって，

この社会でこの私は何ができるのか，何を果たすべ

きなのか，そもそも社会とは何かというようなこと

を考えることになります。この考えるということが

個人に自律性をもたらすと考えるわけです。

これは小玉さんもご著書の中で指摘されています

けれども，ハンナ・アレント（1978/1994a）が「もう

一人の自分を自分の中に構築すること」と言ってい

るように，自分自身との対話的な思考によって個人

の自律性に気づくことができると考えることができ

ます。ですから，ここでは自律としての市民という

概念を考えてみたいということです。

もう一つは，自己の自律はもちろんのことなので

すが，同時に1人では生きてはいけないわけですか

ら，自分以外の他者と共に生きるという概念が必要

になります。これを共生というように考えます。そ

うすると，自律し共生する個人ということになりま

す。

さまざまな価値の対立の中で，その自分以外の他

者と共に対話によって生きるということが私たちに

求められている。この対話によってというのがすな

わちことばの活動によってというようにほぼ置き換

えることができます。やはり，ハンナ・アレント

（1978/1994a）が「対等が複数の人々の間で失われた

自由を回復する，自由とは本当の自己を表現するこ

と」と指摘しています。自律と共生は，ちょうどこ

れに符合する概念ではないかということです。すな

わち，自律と共生としての個人について考えること

が，私は市民性とその形成につながっていくと考え

るわけです。

4．3．ことばの市民になる／をつくる：対話による

アゴーンの解決

個人が社会で生きるということは，個別的なそれ

ぞれ異質な存在としてあるわけですけれども，それ

が他者と共に自律的，共生的な共通世界を創り出し

ていく。つまり，公的営みを行っていくわけですが，

そこには必ず対立・抗争というものが現れるという

わけですね。これはアゴーンというようにギリシャ

政治の用語を使ってアレント（1958/1994b）が引用

しています。必然としてのアゴーンという意味は，

異なる価値観を持つ他者と共に生きる場合に，必ず

や何らかの対立や抗争が起こります，つまりアゴー

ンそのものは必然的なものだというわけです。です

から，その必然としての対立・抗争をどのようにし

て共有するか，すなわち多様性を包摂する多元的な

世界をどのようにして創るかということが問題に

なってくるわけです。

先ほどからのお話にも出てきましたが，それを暴

力による鎮圧ではなく，ことばの活動による対話に

よってそれを解決していくこと。これが市民性とそ

の形成の意味であろうと考えるわけです。従って，

そのことをことばの市民になる，ことばの市民をつ
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くるというように考えることになります。

4．4．「社会的行為主体」という概念

欧州評議会が2001年に公開出版したヨーロッパ

言語共通参照枠（Council of Europe，2001），いわ

ゆるCEFRと呼ばれてるものの中に「社会的行為主

体」という表現があります。フランス語ではacteur 

social，英語では social agentとなります。小玉さ

んの先ほど指摘されたバトラーの agencyともつな

がっていくだろうと思います。欧州評議会は，言語

の使用者あるいは言語を学習する者はすべて社会

的に行動する社会的存在であると定義します。言

語教育の分野では1970年代に現れたcommunicative 

approachという考え方があって，それは言語習得の

目的を，言語的正解とか社会的運用のモデルへの接

近，あるいは流暢さの獲得としていました。つまり，

個人のコミュニケーション能力をどうやって向上・

育成するかというところに目的があったのです。と

ころが，90年代に入って，政治的，社会的な変化と

ともに，共に行動するco-action，あるいは，共に文

化を享受するco-cultureという考え方に変わってき

た，言語による活動は，そのためにあるというよう

になった，これはC. ピューレンという人が指摘し

ています（Pullen，2013）。

このことは，co-actionや co-cultureにより，外国

人かどうかではなく，個人と社会の関係，同じ市民

性として民主的な社会の形成へと進むことを考えな

ければならないということを2001年のCEFRが示

唆しています。

言い換えれば，コミュニケーション能力の向上・

育成というところから市民性形成へという大きな流

れがヨーロッパで70年代，80年代を経て90年代ぐ

らいからかなり明確になってきたということがいえ

ると思います。

この社会的行為主体social agent，先ほどの小玉さ

んのお話で言えば，社会的改革主体と言い換えても

いいかもしれません，どのような活動をすることに

よって，私たちは社会的行為主体となり得るのかと

いうことが，ちょうど言語文化教育の問題と重なる

わけです。

4．5．社会的行為主体の活動の基本：本質観取との

重なり

この社会的行為主体となるという行為は，ちょう

ど現象学にある本質観取という一つの活動の在り方

とほとんど重なるものです。

まず社会と個人を結ぶテーマを立てます。この

テーマというのは，一人一人の興味・関心に基づい

て自分が何をしたいか，何をやりたいか，将来，何

になってどのような社会とどのように関わっていく

のかというものです。このテーマをめぐって自分の

考えを相手に発信します。そうすると，相手からも

反応がありますから，この考えを聴くわけです。相

手の考えを聴くということは当然，他者の価値観を

受け止めるということになります。受け入れるとい

うのは受容するという意味ですが，必ずしも受け入

れるのではなくて，まずそこで相手がどんな考えを

持っていて，それがどんな価値観に基づいているの

かということを理解する，という意味で「受け止め

る」わけです。そこでは当然のこととして差異が生

じるわけですから，それを対話によるやりとりに

よって，相互に合意を形成していきます。

これが社会的行為主体としての活動の基本，原

形，プロトタイプと考えていいかと思います。この

ようなテーマがあって，自分からの自己発信，それ

から他者受容，そして対話による合意形成というこ

のモデルがすべての人間の言語による活動の基盤で

あると考えることができます。これは，言語文化教

育だけの問題ではなくて，たとえば，国語教育，社

会科教育など，あらゆる学校教育の中で可能でしょ

う。ことばを使ってやりとりをするということが，

分野・領域の別を超えたすべての基本になる可能性

をここに見ることができると私は思います。

こういう活動をすれば当然のこととしてコミュニ
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ケーション能力は向上します。なぜなら，ことばに

よって自らのテーマに向き合うという活動を積極的

に行うわけですから，この環境にあって自分のこと

ばを使い，他者のことばに触れるその機会が多けれ

ば多いほど，質は高まりますし，量も増える，した

がって能力は向上するわけです。しかし，それは結

果であって目的ではありません。ことばの活動は，

何かの準備のために行うのではなくて，まさに今，

ここにいるという，そしてそれは自分にとって生き

る目的であるというそのテーマの当事者性によって

成り立っているからです。

4．6．テーマとは何か

そこで，テーマとは何かということですが，これ

は決して形としての実体としてどこかに存在するも

のではありません。活動を通して実現したいと思う

個人の，一人ひとりの中にある何かであると。「この

私」は，この何かをどのような活動によって表現し

ようとするのかということです。これは，個人一人

ひとりの興味・関心，したいこと，やりたいことに

結び付いていきます。この社会で生きていく自分の

生きる目的とつながっているだろうと。たとえば，

言語教育の中で最近行われはじめた，いわゆるバイ

オグラフィーの活動ともつながります。なぜかとい

えば，テーマとは，自分の過去，現在，未来を結ぶ

ものだからです。

教育的な側面からいうと，このテーマをめぐる活

動というのは，正解がありません。つまり，教室活

動になぞられていえば，教師が答えを持たない，い

や持てないということになるわけです。なぜなら，

このような自己のテーマをめぐる社会的行為主体と

しての活動というのは，自分と他者それから社会を

つなぐ対話のできる個人をつくっていくという活動

だからです。すなわち，「この私」はどう生きるのか

ということを考えることによって，他者と共に生き

るためには何が必要か，そして，その他者とともに

どのような社会をつくるのかという，先ほどからお

話に出ている社会参加，それにともなう政治意識，

そして市民的態度の形成というところに必ず結びつ

いていくということなのです。ここでは，いわば自

分の生涯の志（こころざし）をどのように描くかと

いうことになるのですが，これはまた別のところで

いたします。

4．7．言語習得論の限界

このように考えると，いわゆる言語を習得する／

させるという考え方そのものの限界を知ることにな

ります。外国語教育の分野では，コミュニケーショ

ン能力の向上・育成ということがずっと目的になっ

てきました。そこでは，言語知識と運用のためのス

キルを測定できる能力と考えてきたわけですが，実

はそれは幻想なのかもしれないのです。なぜなら，

コミュニケーションというのは，本来，人と人との

つながりを表すものであって一つの正解が存在する

わけではないんですね。つまり，言語習得の魔法の

杖というようなものは存在しない。理想的なマニュ

アルとかテキストも実際には存在しないわけです。

ことばによる活動によって，人と人がつながるとい

うことは，きわめてホリスティックな全人的な活動

ですし，これを数値で測って序列化するということ

自体ができないものであるにもかかわらずです。

ですから，先ほどから何度も申し上げているよう

にコミュニケーション能力の向上・育成というの

は，実際は，振り返ってみると何となくできるよう

になっていたというホリスティックに感じるものな

のです。したがって，そのことを教育の目的にする

ということ自体，矛盾があるというわけです。

このように考えてみると，「ことばを使って何を

したいのか」という問いがとても重要であることが

わかります。このことによって，社会的行為主体と

なるとはどういうことかを意識化することになりま

す。ことばによる自己表現と異言語接触という体験

を通して，自分のしたいこと，興味・関心に基づく

動機の具現化ということが私たちには必要になって
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きます。

そのときの教師の役割は何かということですけれ

ども，これは学習者自身の固有のテーマ発見をどう

やって促すかということ，つまりは学びの環境設計

ということになるでしょう。それが具体的には，こ

の社会で市民として生きるための表現の場を提供す

るということになっていくわけです。そして，その

ことは，学習者本人にしかわからないということ，

この認識が重要だと思います。

4．8．結論：「この社会で私はどう生きるか」という

問い

時間も迫ってきていますので，最後に結論をまと

めます。

言語文化教育では，ことばを使って活動すること

はその使い手の文化の活動だと考えることを初めに

申し上げました。ということは，言語を習得すると

かしないとかということを超えて，その社会の成員

として社会的行為主体であることの認識をどうやっ

て形成するかということになると思います。それは

すなわち，ことばを使って生きる個人一人ひとりが

「この社会で私はどう生きるか」という問いを持つ

ということです。それは，どのような社会を他者と

共につくるのかという社会参加，政治意識，市民的

態度の形成というところに結び付いていきます。こ

のように考えると，言語文化教育の目的は，ことば

の市民，つまりことばを使って社会で活動する個人

になるあるいは個人をつくるという市民性形成の思

想に基づかなければならないというところにたどり

着きます。これが，今回の「市民性形成はなぜ言語

文化教育の目的として位置づけられるのか」という

問いへの私の当面の結論であります。どうもありが

とうございます。

5．質疑応答，ディスカッション

5．1．まとめ

福島：残り時間が30分になってしまいましたが，最

後の質疑応答を始めたいと思います。趣旨説明

で話しましたが，今回三つのディスカッショ

ン・ポイントを設定しました。予稿集や今日の

表1．

オードリー 小玉 細川

教育方法 人権教育，コスモポリタンシ
ティズンシップ

市民性教育，政治的シティズ
ンシップ教育

言語文化教育

市民とは何か？ cosmopolitan 

Agents for change and social 
justice

エージェンシー（変革を生み
出す行為遂行性）⇔OECD 
Agency, inovative

社会的行為主体（social agent） 
自律し共生する個人 

自己・他者・社会をつなぐ対話
のできる個人

市民はどのよう
に育成される
か?

Cosmopolitan Citizenship 

Education, Human right educa-
tion 

Human right as an ethical 
framework 

Universality + Asymmetrical 
power relationships

複数性と包摂 

Plurality and inclusion

自分と他者と社会を考える→
「この私」の表現 

対話による合意形成 

ことばによる自己表現（動機の
具現化）

教育が目指すも
のは何か?

Equality, Social justice 

Solidarities at local, national, 
and global levels 

Cohesive society

国民化から複数性へ 

排除から包摂へ 

Nationalization→plurality 

Exclusion→ inclusion

個人の自律と共生 

ことばの市民（ことばを使って
社会で活動する個人）になる／
をつくる
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ご講演を聞きながら，私なりにまとめてみまし

た（表1）。

 　オードリー先生は，最初の「市民とは何か」

という点で，コスモポリタン，agent for change 

and social justice等，例を挙げて話されました。

これは，変革をする主体というふうに言い換え

られるといえるかもしれません。次に，「教育に

よって市民がどのように育成されるか」という

点については，cosmopolitan citizenship educa-

tionやhuman right educationにより，人権を核

として，ユニバーサリティ，普遍性として，基

礎付けられていると。ただ，その権力の不均衡

を考慮しながらやっていくとのことでした。最

後の「何を目指しているか」という点は，平等

や，社会的な公正であるとか，solidarityとおっ

しゃってましたね。結束性を持った連帯感みた

いなものでしょうか。また，cohesive society，

つながりのある社会，一致した社会っていうよ

うなところもあったんじゃないかなというふう

に思います。

 　小玉先生は，最初の質問について，今回，

agencyという概念をお使いになって，変革を

含む行為遂行性，そういったものを持った人間

であると表現されました。2つ目のポイントに

ついては，提示されたマトリックスの右上の部

分，複数性と包摂性が保証された方法が挙げら

れたと思います。具体的な方法については，小

玉先生は，著書ではいろいろお書きになってま

すが，今回は概念についてご紹介いただいたと

思います。最後のポイントは，マトリックス

の右上に向かって行く「国民化から複数性へ」，

「排除から包摂へ」という形で示されたと思い

ました。

 　細川先生は，言語と市民性の接点でお話され

ました。市民とは何かという点では，オスラー

先生はagent，小玉先生はagencyという言葉を

使って，細川先生はsocial agent，社会的行為主

体っていう言葉をお使いになりました。そのよ

うな人物として，「自立して共生する個人であ

る」「自己，他者，社会をつなぐもの」「対話がで

きる個人」等，表現されました。二番目の「ど

のように」という点に関しては，「自分と他者と

社会を考える」，「この私がどうなるか」という

点は，言語教育に特徴的な表現なのかなと思い

ます。対話による合意形成，言葉による自己表

現，動機の具現化とおっしゃってました。最終

的なゴールは，「個人の自立と共生」「ことばの

市民」「言葉を使って社会で活動する個人になる

／それをつくる」などです。

 　個人的なところから社会的なつながりにつな

がって，最終的に社会をいかにつくるか，とい

う点が今回3名の先生がた，それぞれちょっと

違うんですけれども，お話をされたのかなと思

います。

5．2．質疑応答1

福島：では，あまり時間がありませんが，皆さんか

らの質問に移りたいと思います。すみません，

どのような質問があったか，ご紹介いただけま

すか。

岩崎2：全員宛ての質問が，いくつか出たんで，それ

を紹介します。まずAさんの質問です。

質問者A：3人の先生がたに質問です。自立した個人

をゼロから育てることはできず，個人を育てる

枠組みとして国民や民族，宗教などに基づく何

らかの共同体が欠かせないと思います。もちろ

ん，一個人が属する共同体は一つとは限らない

でしょうが，市民性教育はそういったさまざま

な共同体内部の教育を前提とし，それらの媒介

や調定の場として，機能するしかない気がしま

す。つまり，根本的な意味でのコスモポリタンを

育成する教育は不可能であると思うのですが，

2　岩崎浩与司（国際交流基金）。オンラインフォーラム
担当。
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いかがでしょう，というご質問が来ています。

小玉：オスラー先生に，コスモポリタンニズムにつ

いて，どう考えるかと聞いていただけるといい

かなと思います。私のマトリックスで言うと，

国家主義から市民主義へ向かう，マトリックス

の下から上へという部分と重なると思います

が，批判的愛国主義critical patriotismととう話

をオスラーさんがされていて，これが一つの鍵

なのではないかと思います。自分が属している

共同体というものを相対化する。自分が帰属し

Osler: I think the concern of the questioner that 

cosmopolitanism is impossible in reality is a 

frequently expressed concern. But I think we 

need to rethink what cosmopolitanism and what 

education is about. So for me, education is about 

extending the range of identities that any indi-

vidual can have. And for me, cosmopolitanism is 

about recognizing diversity within the individual, 

within the local community, within the nation and 

beyond. So for me, cosmopolitanism isn’t impos-

sible, it’s actually essential, because to deny it, is 

to deny the realities of individuals’ multiple iden-

tities, hidden identities and Judith Butler I think 

illustrates that quite well as well. And actually 

rethinking, what does it mean to be Japanese? It 

doesn’t all mean being the same, it doesn’t mean 

conforming to one ideal, but to recognizing that 

within the local community there is a lot of differ-

ence. And to me, that is what cosmopolitanism is 

about. It’s not just about identifying with people 

elsewhere, but it’s also about identifying with 

people elsewhere because I think the question 

as posed, ignores the reality of the Internet, that 

young people have access to different places and 

different people and so for me, cosmopolitanism 

is essential for that as well.

ているコミュニティや，自分が帰属しているア

イデンティティーというものを批判的に対象化

できることがcritical patriotism。それが，私の

マトリックスだと国家主義から市民主義へとい

う方向に繋がります。言語教育で言うと，日本

語を批判するとか英語を批判するといったよう

な，自分がもともと共同体の中で獲得した言語

そのものを批判的に対象化する，というような

ことに多分つながってくると思いますが，いか

がでしょうか。

オスラー：はい，ご質問ありがとうございます。こ

のコスモポリタニズムというのがそもそも実現

可能なのか，コスモポリタン市民というものの

育成が可能なのかという懸念は実際よく言及さ

れることでもあります。私が考えてることとい

うのは，そもそもそういった市民の概念を再

考する，再び考え直していることなんですけ

れども，それはどういうことかというと，つ

まり，いろいろなアイデンティティー，例え

ば，個人の中のアイデンティティーとかローカ

ル，地方のアイデンティティーとか，あるいは

国家的なアイデンティティー，そしてそれを超

えたアイデンティティーというふうにそれをア

イデンティティーの概念をどんどん広げていく

ことでもあるし，それがどの程度あるのかとい

うことを認識することでもあります。そういっ

たことは，とても本質的なことで，例えば，そ

の存在を否定してしまうということは，アイデ

ンティティーが複数であることを否定してし

まったり，その見えないアイデンティティーと

いうことの存在を否定してしまうことでもあり

ます。例えば，日本人が一体，誰なのかあるい

は日本人がどのようなアイデンティティーを

持ってるのかということは，一つではないです

し，それを何度も考え直していく必要があると

思います。ですので，アイデンティティーの複

数性っていうものは，個人の中にもあるしロー
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カルやナショナル，あるいはそれを超えたレベ

ルでもある。そして，誰か遠くの人とつながる

ということは，例えば，現在の若い人々がイン

ターネットを通じて本当に地理的にとても離れ

た人，どこにいるか分からない人と日常的につ

ながっていくという現実がありますので，実は

「コスモポリタンっていうものがもう存在し得

ない」と言ってしまうこと自体は，そういった

現実，アイデアの多様性であるとか，人と人と

のつながりが国境を越えてるっていうことを無

視してしまうことにつながるのかなっていうふ

うに思います。

質問者A：私の質問では，結局，市民教育って，調定

とか媒介とか，そういうところにとどまって，

変革も，もちろん入ってくると思うんですけれ

ども，先生がたのお答えも調定とか媒介ぐらい

にとどまってしまってないかって印象がありま

す。

細川：どこまで行ってるかはだれにもわからないで

はないかと。あくまでも可能性ということ。明

るい未来を見ようということだろうと思います

ね。

小玉：市民というのは何かいろんなコミュニティが

あって，そこから超越的に立っている人ではな

くて，非常にローカルな部分に立っていること

が前提になっていると思います。なので，オス

ラーさんの話にも出てきた境界を越えることに

よって，自らの経験を対象化する，それは，超

越的な立場になるっていうことではなくて，自

分自身が自らを対象化するという意味です。メ

タ認知っていう言葉がありますけども，自分自

身を対象化できるような地平に立つというこ

と。それは，境界を越えることであり，ホミ・

バーバの言葉で言うと，自らの語りを自らの言

葉でできるようになることで，他者と関わって

いくっていうことなんじゃないのかなというふ

うに思います。自らの言葉を持つということ

細川：はい。結論はほとんど同じですけれども，私

たちは生まれ落ちる国家や地域を自ら選択する

ことはできない。そういう意味でそこに拘束さ

れている，何らかの形で拘束されているという

ことは事実だと思います。だから，それを前提

というか，それは一つの所与のこととして，で

は，そのことをどのようにして乗り越えるかと

いうところに私はシティズンシップ教育ないし

市民性形成があると考えます。そのときに先ほ

ど，小玉さんからもご紹介のあった，言語の問

題でいえば，まさに複言語主義と複文化主義と

いうのがこれを乗り越えるための一つの手だて

と考えることができます。つまり，個人の中に

複数の言語がある，複数の文化があるという考

え方に立つ。このことによって，生まれ落ちた

自分の地域や国家をどのように批判的に見るこ

とができるかという視点ではないかと思いま

す。

福島：ありがとうございます。今回agencyという枠

で変革する，枠を組み替えるといったような概

念があったかなと思うんですが，それにも繋が

るかと思います。Aさん，先ほどの回答で納得

されました？

質問者A：いや，あんまり納得してないんですけど。

福島：納得しないポイントは？
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と，他者と出会うっていうことが二律背反的な

ものではないことに気付くというんですかね。

それが，境界を越えて，他者と出会うことで，

逆に自分自身の言葉は何だったのかということ

に気付く。そういう本来ある気付き，自分自身

に対する気付きというものは，境界を越えて他

者と出会うことによって，あ，自分はこういう

存在だったんだと気付くこと。そういう経験を

していくことが重要なんじゃないかと思いま

す。

 人間っていうのは言語を獲得していくことに

よって，奪われていく側面があって，アガンベ

ンという人が，人間っていうのは言語を獲得し

ていくことで経験を失うと言っています。乳幼

児の子どもたちを見れば分かりますが，子供は

経験が非常に豊かなんですけれども，言語を獲

得していくことによっていろいろな可能性が縮

減されていきます。本来自分が持っている経験

の複数性が単数化されていくみたいなことがあ

る。その際に，どうやって自分の経験を取り戻

せるかというと，自分の獲得した言語を相対化

しなきゃいけない。それが異文化との出会いで

あったり，境界を越える他者と出会う経験って

いうんですかね，それがポストコロニアル的な

言語文化教育の一つの地平なのではないかと思

います。

Osler: I think we can link the concept of agency to the 

concept of narrative or story-telling, which lan-

guage teachers have experience of. And to link to 

what you’ve just said, it’s about first telling one’s 

own story, and not to have the chance to tell one’s 

own story is a kind of violence against the learn-

er. It’s a kind of control of the learner. But once 

students are encouraged to tell their own stories 

the possibility then opens up and I think this 

links to dialog of creating new collective stories, 

new collective ideas when we come together. So 

another way of seeing this is to think about a new 

collective narrative of who we are and that narra-

tive as has been suggested, but will change as we 

move from community to community and as we 

cross real, physical and imaginary borders.

オスラー：このagencyという概念をnarrative，語る

ことということとつなげて考えてみたいと思い

ます。言語教育の先生って考えてみると，学習

者に自らの物語を語ってもらうという私のプレ

ゼンテーションで言いました手法があります。

逆に言うと，学習者が自らのことを語れないと

いうのは，それは学習者を支配する暴力的なこ

とでもあると言えるかと思います。そしてその

生徒が自分のことを語るように力付けすること

で，それによって今度はこの生徒同士の人々の

間の対話というものをつくり出すことができま

す。そして，そうした一人一人の語りを共有して

対話していくことで，今度は新しい集団的なア

イデンティティーというものをつくり出すこと

ができる。つまり，われわれは何者であるのかっ

ていうことを新しく想像し直すプロセスになる

ことができると思います。ですので，こういっ

た想像上のあるいは実際の境界を越えるってい

う活動をこうした活動を通じて，成し遂げてい

くことができるというふうに考えています。

福島：ありがとうございました。Aさんの問題は，

人がいろんな属性に同時に所属している，それ

をいかに乗り越えていくのか，あるいは，その

同時性をどう生きていくのかというようなこと

だと思います。その中で言語はどうできるの

か，教師が何ができるのかという課題だったの



28

シンポジウム：市民性形成と言語文化教育 

かなとは思います。では，次の質問に移ります。

観点の違うやつ，お願いします。

5．3．質疑応答2

岩崎：はい。Bさんから対話に関するご質問です。

 一つ目が市民性形成における対話の位置付けと

プロセス，何を目指してどのようにどのような

対話を行うか。二つ目が市民性教育，citizenship 

educationにおける対話の位置付けとプロセス

です。

福島：1個ずつやりましょうか。

岩崎：そうですね，一つ目が市民性形成における対

話の位置付けとプロセス。

福島：はい，ありがとうございます。最初は市民性

形成における対話の位置付けとプロセス。何を

目指して，どのようにどのような対話を行うか

と。これは，火付け役は，細川先生が早いかな。

細川：それは私の発表の中でも書きましたけれど

も，対話というのは，当然，自己と他者の間に

介在する課題テーマをめぐってそれぞれの個人

が自己発信し，それから他者を受容し，そして

そこの差異をめぐる合意形成というのが，活動

の基本になります。それがまさに対話のプロセ

スでもあるわけです。では，この「何を」が課題

テーマということになるのですが，おそらくは

個人一人一人の中にある興味・関心，あるいは

人生，生涯の，いわば生きる目的のようなこと

に関わったテーマというのが出てくるだろうと

私は考えています。

小玉：対話のプロセスですか…対話のプロセスって

いうところでちょっとオスラー先生に私から

も質問があるのですが，一つポイントになる

のは，対話っていうところで非対称的，asym-

metricalなpower relationshipの話をされました

が，そのイメージっていうのがもうちょっと共

有できたらいいかなと。おそらくこの話は，あ

まり共有されてないような気がします。

オスラー：このdialog，対話というものが教育，ある

いはコミュニティの中で使われるときは必ずし

も他の発表者が言ったようなポジティブな形で

はなくて，その多数派が少数派を支配してしま

うという文脈で使われているってことをちょっ

と強調しておきたいと思います。では，その対

話という概念の中では，合意を形成するという

前提があるんですけれども，そのときには一人

一人が必ずしも同じ権力関係，力関係が同一で

ないことがあるとことに留意する必要がありま

す。このように力関係が同じでない場合，1人

がとても大きな力を持って，他の人がそうでな

い場合には，そうした少数派や力の弱い人たち

を黙らせてしまったり，あるいはその力の強い

多数派の人々と意見に賛同するように強制して

しまうという機能があることを忘れてはならな

いと思います。ですので，それが教師にとって

は，非常に大きな課題となるかと思います。で

Osler: I think that dialog in education and in commu-

nities is often used not in the way my colleague 

has used it today but a way of majorities control-

ling minorities. So we often assume that dialog 

must end in consensus, but sometimes I think we 

have to recognize because of power differentials, 

asymmetrical power relationships that dialog can 

be a way of silencing or pushing the minority into 

the majority view. And so I think that posts a real 

challenge for teachers. Democracy isn’t about 

everybody having a view and then the majority 

winning. It is also..., it must include representa-

tion and acknowledgment of minority positions.



29

『言語文化教育研究』17（2019）

すので，民主主義というのは，必ずしも多数決

を採ったり，多数派の意見に少数派が賛同する

ためのものではなくって，むしろその少数派の

人の意見があることをちゃんと皆が確認して，

それを重要視して，その少数派の意見もちゃん

と代表されてるかっていうことに注意を払うこ

とも民主主義であると考えています。

 　例えば，ノルウェーではdialog，対話って言

葉がよく使われるんですけれども，例えば，皆

さん職場の上司と一労働者の中で対話っていう

ものがあったときに上司があなたが何をすべき

か，どんなふうに考えるべきかと言ったときに

は，それは対話というよりはほとんど命令のよ

うな形になってしまうかなと思います。ですの

で，教室の中でおいても，同じように，例えば，

先生のほうがやっぱり発言権が強かったり，あ

るいは生徒の中でもある生徒はもっと大きな声

を持ってたり，あるいは生徒はもっと立場が弱

かったりするってことを考えておかないといけ

ないと思います。ですので，対話のゴールとい

うか目的というのは，必ずしも合意形成ではな

くって，むしろその合意形成を常に目的として

しまうと，そういった力の弱かったり，少数派

の生徒の意見っていうものを隠してしまうこと

になるかなと思います。ですので，むしろそう

いった少数派の意見，少数派や弱い人の意見が

あるっていうことをしっかり考えて，その人た

ちが必ず話すっていうことをむしろ念頭に置く

ことが一番，大事かなと思います。

 　そういったことを可能にするために私が使う

テクニックというのは，金魚鉢テクニックとい

うふうに呼んでるんですけれども，例えば，教

室で中，議論するときに一番，少数派になった

人を真ん中に座ってもらって，その子をぐるっ

と囲むように，金魚が真ん中にいて，鉢を皆で

作るって形で，真ん中にいるその金魚の話を

皆，聞かないといけない。実は，そのリスニン

グ，聞くということ自体も話す以外に言語教育

  And so I’m a little bit wary of using dialog 

because in Norway where I work, we talk a lot 

about dialog and dialog between a boss and work-

ers can be the boss telling the worker what she 

must do or what she must think, because there 

is a power differential. And I think dialog in the 

classroom poses real challenges, because the 

teacher has a lot of power some students have 

less, say, less power than others. And so the goal 

isn’t necessarily, I would argue, consensus every 

time because consensus can really hide minority 

perspectives. So when there are really big differ-

ences of opinion, I think it’s very, very important 

that those who are normally at the margins of 

society are the ones who can speak.

  So one technique that I have used in my class-

room is what I called a goldfish bowel. And so, 

those who have the minority perspective, sit in a 

circle in the middle of the classroom and the rest 

of the students who have the majority perspec-

tives are obliged to listen to those within the 

goldfish bowel, they’re required to listen to the 

minorities. So I think listening can be as impor-

tant in this process of so-called dialog than we 
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においてはすごく重要な要素だと思うんですけ

れども，対話によっては傾聴するということも

非常に重要な要素であるということをここで強

調しておきたいと思います。

いただければなっていうのが本日，伝えたい期

待です。

福島：ありがとうございます。2番目の質問は，先

ほどの回答に含まれていましたので，時間の関

係もあり，割愛させていただきます。

5．4．最後のコメント：多様性，他者性が増していく

日本社会で教育に何ができるのか

福島：では，最後に，多様性，他者性が増していく

日本社会で，教育に何ができるのか等，一言ず

つコメントただければと思います。

オスラー：きょうは，言語教育に関わっている先生

のかたがたがほとんどということで，その言語

教育の先生がたの期待を述べたいと思います。

きょうはいろんな agencyについてのお話が出

てきたと思うんですけれども，実はその言語教

育の先生がたたちはそれに非常に大きな期待と

いうか可能性を持っていると思います。なぜか

というと，あらゆる先生がシティズンシップを

育てるための教育に関わる機会となると思って

るんですけれども，実は言語教育の先生という

のは，特に教育内容についての自由度が高いの

ではないかなと思います。例えば，あるスキ

ルっていうか言語のこういったこれが話せるよ

うになるためにどういったコンテンツを使うの

かっていうのは，結構，先生に委ねられてると

思うんですけれども，そのコンテンツを選ぶと

きに，例えば，その生徒の日々の生活に関わる，

例えば，政治的な課題であるとかいうことを結

び付けるっていうのは，実は他の領域の先生よ

りも大きな自由度を言語教育の先生が持ってる

と思います。それは言い換えると教師としての

agencyっていうものを皆さん非常に大きなも

のを持っていますので，それを最大限活用して

Osler: My message or my reflection for language 

teachers is that actually, of all the different areas 

of learning, you have the biggest opportunities. 

that you are the ones who can be most easily 

citizenship educators. Because although, like 

every teacher, you have many competencies and 

skills to meet in your classroom you have a lot of 

freedom often about the contents of your class-

room and you are able to focus on contents about 

students’ everyday lives, about the political chal-

lenges we face, much, much more I think than 

many other areas of the curriculum. So my mes-

sage to you is that you probably have a lot more 

agency as teachers than many other teachers, so 

make the most of it. Thank you.

first imagined. And, of course, listening is clearly 

also a very, very important competence in lan-

guage learning.
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す。対話そのものに肯定も否定もない。対話は

いわば宿命です。これ以外に関係性をつくる原

理はないのです。だから，どんなに絶望しても，

対話をつづけるしかない。これが原理だと思っ

ています。

小玉：先ほどCEFRの話が出てきました。CEFRと

いうと，私たちのまわりでは，近年の大学入学

共通テストの英語民間試験導入問題と関わる印

象が強く，さきほどのマトリックスでいうと，

entrance examination initiated by private com-

pany，quality assuranceに該当するように思えま

す。つまり，CEFRは，qualityをグローバル化し

て，A1やB1に到達してるかどうかみたいな話

として，一般人には受け取られている傾向があ

ります。英語教育を小学校から導入して，CEFR

のレベルを日本人も上げなきゃいけない，とい

うような話として流通しているように思われま

す。それに対して，先ほどの細川先生の話だと，

social agentの育成が，むしろCEFRの思想の背

景にあるようでした。私が言ったOECDのkey 

competencyと agencyの話と似たような両義性

が，CEFRの中にもあるのかなとちょっと思っ

たので，その辺りもちょっとお話していただい

ていいですか。

細川：はい。要するにCEFRは，欧州評議会が作っ

たものですね。その一番の目的は，ヨーロッパ

市民としての社会的結束ということです。これ

が最も大きな目標になっています。そのために

民主的な市民を形成しないといけないというこ

とがあって，さらにそのための複言語，複文化

主義などにつながり，最後はそれを実行する教

育の一つの方法としてアクション・アプローチ

が提唱されています。これを全体的に見ると，

まさに先ほど小玉さんがおっしゃった agency

というのを育てるというところとぴったり結び

付いています。ところが，このCEFRを解釈す

る際に，実際は6段階の評価とcan-doの何がで

きるかというところだけに注目しての思想と理

小玉：私は四つのマトリックス（図3）でいうと，日

本はまだまだ右下というか，国家主義の所に結

構，主流派はいるのかなとあらためて思いま

す。というのは，一つあらためて思ったのは，

オスラー先生が出してくださったブレクジット

の世代別の分布があったと思うんですけど，若

ければ若いほどブレクジットに反対で，年取れ

ば年取るほどブレクジットに賛成っていうのが

ある。ああいう多分，意見分布は日本の世代別

に分けると日本だったら出てこないだろうと思

います。日本の若い階層は必ずしもそういう政

治意識を持っていないというか。それは，なぜ

なのかなと考えたときに，まだ日本社会ってい

うのは非常に守られている社会というか，そう

いうところがある。右派ポピュリズムもそんな

には育ってない。いろいろありますけれども，

ヨーロッパほど，あるいは，アメリカほどに

は，この左下の「右派ポピュリズムが育ってい

る」とは必ずしも言えないし，それから「民間試

験の導入」とかいろいろ言われていますけれど

も，まだまだ日本の学校っていうのはグローバ

ル化してない。そう考えるとオスラー先生の議

論を踏まえながらも，やはり日本の学校がもっ

とグローバル化していく方向性を考えていく必

要性がある。それは，加速主義っていうことに

関心を持っているんですけれども，グローバリ

ゼーションの動きに対して日本の社会全体はい

かにしてアクセルを踏んでいくのかというとこ

ろが，やっぱりまだまだ弱いというところを踏

まえてこの市民性の問題を考えていく必要性が

あるのではないかと思いました。

細川：一言だけ。発表の中でも話しましたけど，要

するに一人一人の表現の自由と対話によってど

のようにつくっていくかということ，それを言

語文化教育の大きな目的としたいと考えていま

す。さきほどオスラーさんから対話へのアプ

ローチに関して，方法的なコメントもありまし

たが，私は方法ではなく原理だと考えていま
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センブリ』青土社．（Butler, J. (2015). Notes to-

ward a performative theory of assembly. Harvard 

University Press.）

BBC (2016, June 24). EU referendum: The result in 

maps and charts. http://www.bbc.co.uk/news/

uk-politics-36616028

Bhabha, H. J. (2003). On writing rights. In M. Gibney 

(Ed.), Globalizing rights: Oxford Amnesty 

Lectures (pp. 162 - 183). Oxford University 

Press.

Council of Europe. (2001 ). Common European 

framework of reference for languages: Learning, 

teaching, assessment. Strasbourg: Cambridge 

University Press.

Hopgood, S. (2013). The endtimes of human rights. 

Cornell University Press.

OECD (2018). OECD Learning Framework 2030 

(Position Paper). The future of education and 

skills: Education 2030.（OECD（2018）．文部科

学省（訳）『教育とスキルの未来―Education 

2030【 仮 訳（ 案 ）】』．http://www.oecd.org/

education/2030-project/contact/）

Puren, C. (2013). De l’approche communicative à la 

perspective actionnelle ou de l’interaction à la 

co-action. Le Français dans le monde, 347, 37 - 

40.（『フランス日本語教師会便り』69所収）

United Nations General Assembly (2011). United 

Nations Declaration on Human Rights 

Education and Training: Resolution adopted 

by the General Assembly on 19 December 2011. 

https://digitallibrary.un.org/record/721270

念のプロセスが捨象されてしまっている。特に

日本の英語教育のCEFR-Jは，6段階とcan-doだ

けの部分だけを取り入れ，日本語教育でも，そ

の部分だけを指標としています。欧州評議会

CEFRの根本的な思想背景がほとんど意図的あ

るいは無意図的に無視されています。ですか

ら，日本の言語教育には，何のための言語教育

なのかという目的論がすっぽりと抜け落ちてい

るのです。言語文化教育としては，この問題，

つまりsocial agentの育成に正面から向き合っ

ていく必要があると思っています。

福島：ありがとうございました。では，時間となり

ました。（フォーラムでは）たくさんコメント，

質問等をいただきました。すべてを紹介できま

せんでしたが，3名の先生がたの言葉に触発さ

れて生まれた言葉だと思います。ありがとうご

ざいました。では，3名の先生がたと通訳の皆さ

まとアンケートの質問の係の人にちょっと拍手

をいただければと。

 以上をもちまして，シンポジウムを終わりま

す。ありがとうございました。
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