
Title 大学での一般教育としての哲学教育についての試論

Author(s) 宮本, 十蔵; 松井, 正樹

Citation [岐阜大学教養部研究報告] vol.[17]  p.[1]-[8]

Issue Date 1981

Rights

Version
岐阜大学教養部哲学研究室 (Faculty of General Education,
Gifu University) / 岐阜大学教養部哲学研究室 (Faculty of
General Education, Gifu University)

URL http://hdl.handle.net/20.500.12099/47500

※この資料の著作権は、各資料の著者・学協会・出版社等に帰属します。



宮本 十蔵 , 松井 正樹

岐阜大学教養部哲学研究室

(1981年10月 5日受理)

大学での一般教育としての

哲学教育についての試論

1

| 。 問 題 の 限 定

簡略に言って, 教養と しての哲学教育には, 非常に多くの問題点があ り, 本年 7月13日に

おこなわれた東海地区一般教育研究会でおこなった報告でも, 約30項目に及ぶ問題点が数え

られた。 それらの問題をすべて取扱 うわけにいかな卜ので, この試論では, 一般教育と して

の哲学講義における教育方法に関する二 ・三の問題点につ卜て検討するこ ととする。 幸にも,

これらの問題の一部分である 「一般教育 と しての哲学教育の視聴覚化と ミニマム ・ エセ ンシ

ャルズの研究」 についての調査 ・実地研究の費用が, 本年度の科学研究費補助金と して支給

されるこ とに成っているので, この試論では, そ う した実際的な検討と改善をおこな う指針

を得るこ とを 目途と して, 問題の探究をおこなってい く。

この試論で取 り扱 う問題は, と りあえず次の 3点に限定する。

① 一般教育としての哲学教育の題目について,

② 一般教育としての哲学教育のミニマム・エセンシャルズについて,

③ 一般教育としての哲学教育の視聴覚化について,

である。

いずれの問題も, 「一般教育と しての哲学教育」とい う規定範囲内での問題設定であ り, ま

ずこの規定そのものを解明する必要があるが, それ自体が詳論すれば大部の論述を要するこ

とであるので, ここでは①の問題との関連で取り扱うにとどめ, その後は指摘しなく とも,

この規定範囲内で問題を取 り扱うものであることを, あらかじめ断わっておこ う。 なお, 学

校教育と しての 「教養」 と 丁一般教育」 とは, 同義の概念と して用しヽ るこ ととする。 もちろ

ん, 文化概念と しての教養からすれば, それは特殊概念で異義性を もつ。

2 . 一般教育と しての哲学教育の題目について

「一般教育」 とは何であるか, それは新制大学発足以来, さ まざまに議論されてきた問題

であり, 今日の大学教育の再編論議のなかで再度と り上げられている問題である。 したがっ
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ここで確定的な解答を提示することは困難なので, と りあえず暫定的な規定を求めておて

W

「専門教育」 および, その (専門) 「基礎教育」 と区別される 「一般教育」 は, 専門職業お

よび, その準備と しての学問教育ではない。 一般教育は, general educationの訳語である

ごと く , それは全般的な ( general) 人間形成を教育目的とするものである。 したがって,

一般教育の諸科目は, この全般的な教育目的を達成する教育活動の有機的構成部分である。

「一般教育J general educationが伝統的な liberal education と区別されるのは, 後者

が人文的教養の個人的修得という歴史的な限定を受けているからTである。 ともに, 人間形成

( Bildung= 教養) を教育目的とするものではあるが, liberal educationのめざす人間形成

は 「全般的」 ではな く , 人文 ( 11beral art) 的であ り, それが形成 しよ う とする人間は人文

的教養人であ り, 丁ゆど力の認められている 「 liberaD」 自由人エ リー トである。 それに対

して , general educationが形成 し よ う と す る 人間は, 人間性を 全般的 に発展 さ せ た社会人で

あ り, 特殊な能力や職業や階層の限定を超えた人間存在である。

こ う した人間概念の探究そのものが, 哲学の課題であ り, まさに「一般教育と しての哲学」

の追求課題でもある。 しかも, その際注意すべきは, general とい うこ とを, 抽象的一般性

においてではなく↓具体的普遍性において把握しなければならぬということである。 人間存

在における具体的普遍性は, 歴史的社会において成立する。 一般教育が形成をめざすべき人

間もまた, 歴史的社会的に規定され具体化されている。 その意味で参照されるのは, 「教育基

本法」 から推察される人間概念であろ う。

同法は, 第 1条において 「教育の目的」 を, 「人格の完成をめざし, 平和的な国家及び社会

の形成者と して, 真理と正義を愛し, 個人の価値をたっとび, 勤労と責任を重んじ, 自主的

精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成」 においている。 この教育目的と, そこに内包さ

れている人間観が, どのような歴史的社会的規定を うけているかは, 同法の次のよ うな前文

から知るこ とができる。 「われらは, さ ぎに, 日本国憲法を確定し, 民主的で文化的な国家を

建設して, 世界の平和と人類の福祉に貢献しよう とする決意を示した。 この理念の実現は,

根本において教育の力にまつべきものである」。

こ う して歴史的社会的規定によって照射されて, 前記の教育目的から浮かびあがる人間観

は, 平和的な国家と しての民主的で文化的な社会の形成者と しての社会人とい う こ とであろ

う。 もちろん, この人間観を構成している, 平和, 民主, 文化等々の諸規定については, さ

らに 「日本国憲法」 との関連において, いっそ うの検討を要するこ とである し, そ う した社

会の形成者たるにふさわしい諸資質についても, さ らに解明する必要のあることである。 し

かし, そ う した究明はこの試論の任とすると ころではない。 ここでは, 以上のこ とから, 一

般教育り 目的がめざすと ころの人間形成が, 何らかの歴史的社会的に規定された人間概念を

内包するものであるこ とが, 教育基本法を参照するこ とによ’つて確認されればよいのである。

しかも, それが, いかなる人間概念であるべきかは, まさに哲学が究明すべき課題であ り,

哲学教育においても探究:さるべき課題であるこ とは, すでに指摘したとお りである。

しかも, 哲学教育が自己の目的と して形成しよう とする人間存在の解明が, 哲学教育その

ものの課題でもあるという二重目的性のゆえに, 人間概念の探究と, その人間概念の歴史的

社会的規定性の総体である世界観の探究とは, 哲学教育においては, 単なる一課題なのでは

な く , む しろ哲学教育の中心的課題である と定位して, 大過を犯すことにななるまい。 もち

ろん, そのこ とは哲学教育に他の課題がないとい うこ とを意味するのではな く , む しろ他の

課題をこの中心的課題との有機的関連において定位するこ とを意図するものなのである。

う。
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以上の意図が是認されるならば, われわれが哲学教育において選定すべき教授題目は, 人

間観 ・世界観の探究とい う中心的課題を遂行する有機的構成部分になるように配慮しなけれ

ばならない。 このこ とは, 教授題目の選定を, 学問体系とその諸分科, およびその理論的課

題や特殊論点からおこな うのを本来とする 「専門教育と してめ哲学教育」 とは異なった様相

を示すことになろ う。 たとえば, 哲学史の形態で題目を設定する (哲学通史, 古代哲学史,

近代哲学史など) と しても, 一般教育と しての中心的課題は, 学説史的な観点からそれを教

授するこ とではな く , 哲学史を通 じて人間観 ・世界観の形成 ・変化を教授するこ とになる。

また哲学概論の形態で題目を設定する場合でも, 存在論や認識論や論理学といった哲学的分

科の概説を意図するのではな く , 自然観 ・人間観 ・社会観などの内容をなす中心的な概念の

展開を意図すべきであろ う。 さ らに, 特殊講義の形態で題目を設定する場合には, たんに理

論的課題性から取 り扱 うのではな く , 学生自身の人間観 ・世界観の形成にかかお りのある論

題が, しかもその関連が学生自身に明白に了解されるような しかたで, 取 り扱われればなら

な卜。 誤解をおそれず簡明に述べるならば, 一般教育と しての哲学の題目は, 概 していえば,

方法論的にではな く , 内容的に設定されねばならない, とい う ことである。

それでは, 方法論的配慮をぬきにして哲学が教育が出来るかとい う と, それは不可である。

なぜなら, それでは人間観 ・世界観の探究を哲学教育の課題と して遂行するこ とにな らない

からである。 人間観 ・世界観の探究は, も と もと哲学的になされるだげでな ぐ, 文学的にも,

宗教的にも, 科学的にも, いや人生経験のあらゆる方法でなされるものであるから, それが

哲学教育と して遂行されるためには, 哲学的方法で遂行されねばならないからである。 むし

ろ, 一般教育と しての哲学教育の直接の課題は, 人間観 ・世界観の探究の哲学的な (思考)

方法を教授することにあるとさえ言えるであろ う。 しかも, その思考方法が自覚的に遂行し

うるよ うに教授する必要があるのだから, 哲学的思考方法の教授は, それが自己目的なので

はな く , 前記の中心課題遂行の手段と して有機的な関連において取 り扱われねばならぬと し

ても, 意図的に重視して遂行される必要があろ う。 しかも, 哲学的思考方法が, 歴史的学派

的に多様に分化し, 対立さえ している以上, どのような哲学的思考方法を前記の中心課題と

の関連で教授するかは, 非常な配慮を要するところである。

以上の考察から, 一般教育と しての哲学での教授題目の設定において, 哲学史的な形態の

ものが比較的扱いやすい, と考えられよ う。 哲学的な思考方法の歴史的な変遷を教授 しつつ,

それを通じて人生観 ・世界観の内容的事項を も重ねて探究できる有利さがあるからである。

しかし, 哲学史を通じて開陳される内容的事項が, 現代の学生にとって疎遠なものにな りか

ねないとい う弱点はある。 その点では, 概論も し くは各論的な特殊講義の形態の方が, 直接

に人生観 ・世界観の内容的事項を主題と して展開できる有利さがある。 もっとも, その際に

は, その主題を解明する哲学的方法が, 特定のものに片寄った り, たんなる羅列におわ りか

ねない。 だから, どの形態を とるにしても, 人生観 ・世界観の内容事項と哲学的思考方法と

を, どのようにすれば有機的に教授することができるかを配慮 しなければならない。 もちろ

ん, 両課題の統一的な実現は, なにも一題目の哲学授業だけで達成しなければならないとい

と卜う ことではな く , 当該学校の学生が履習する哲学的科目のいくつかの題目の全体で達成

されれば良いことである。 この観点からすれば, 一般教育における哲学教育の授業は, 哲学

史的な ものと概論も し くは特殊講義的な形態のものとが, 両方 とも履習できるように してお

く こ とが望ましいのである。

さらにも う一つ配慮しなければならないことは, 一般教育と しての哲学の授業を受ける学

生の方の既修学力 ( readiness) の問題である。 この問題も多岐にわたる考察を必要とする
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ことであるので, ここでは最少限のことを指摘するとすれば, 次のような要件が配慮されな

ければならないであろ う。 すなわち, 学生の既修学力にげ,個人差があるばか りでな く , 出身

高校の履習科目や教師 ・教科書の違い, 大学や学部の違卜, 年度やその入試の違いなどが大

き く影響する。 したがって, 当該年度の対象学生の既修学力がどの程度のものであるかは,

たえず観察 ・調査して, 配慮しなければならない。 それには, どのような調査をおこなえば

よ卜のかが問題になろ う。

しかも, 哲学教育に対する レデ ィネスと しての既修学力がどのよ うなものであるかも, ま

た問題である。 一般的に言って, 読解力や批判的論理的思考力や構想力や問題意識などが問

われるであろ うが, そ う した総合的学力のほかに, 特に哲学教育のレデ ィネスと して必要な

学力や知識は, どのようなものなのであろ うか。 とはいえ, 大学教育は高校での既修学力を

与えられた条件と して出発せざるをえないのであるから, 高校教育の現状を検討するこ とか

ら, この問題に答える しかなかろ う。その検討の対象範囲は, たんに哲学教育に直接する「倫

理 ・社会」 (数年後には 「現代社会」 の一部, および選択 「倫理」) だけにとどまらず, 一般

教育と しての哲学教育の中心的課題である人間概念とその歴史的社会的規定性の解明に関連

する 「世界史」 「日本史」 「政 ・経」 をぱじめ, 文学関係と生活指導の内容, また理科関係や

語学力にもかかおるであろ う。 たとえば, 論者の一人が授業において, プラ ト ン哲学の導人

にお卜て, idealismの語義を学生に問うた ところ, その二義 (観念論, 理想主義) のうち一

方でも答え られたのは, ほy 4分力 1の学生にすぎなかったこ とは, その後の授業展開に大

きく影響 したのは, 卜うまでもない。 と もか く , どのような事項を哲学教育のレデ ィネスと

みな し, その現状をどのように調査するかは, 今後の検討課題である。

さ らに重要なこ とは, 人間観 ・世界観にかかおる学生の関心のあ り方である。 た七かに,

そ う した問題関心を授業でひき出し, 促進するこ とは出来ると しても, それは目的意識的に

促進されねばならな卜し, たとえそ うであっても, 学生自身の経験や社会生活の現状によっ

て規定されている面も大きいと言わなければならない。 そ う した学生自身の問題関心とそれ

を と りま く 社会生活の現状が, 哲学教育にどう関連するか乱 また独自に検討されねばなら

ない。 た とえば, 最近の学生の経験が, 活字文化から映像文化へと大き く傾斜しているこ と

や, 問題関心が社会関係的なものから私生活的なものへと傾斜していることが, 配慮されな

ければな ら ない。

以上のよ うに, われわれが一般教育と しての哲学教育の題目を選定するにも, その内容や

方法を設定するに乱 その教育の目的課題とそれを達成するに必要な方法, および教育対象

と しての学生について, 多 く の検討し配慮すべき事項が存在する。 しかし, それらのすべて

を検討 しおわってから, 教育に当るというわけにはいかないので, 当面する必須の事項から

取 り上げざるをえな卜。 そ う した事項は, 大学や教員,学生や時期によっても異なって く るの

であるが, こ こでは, 本学のごと く数人の教員で一般教育と しての哲学を分担 している場合

に必要にな って く る, 共通の ミニマム ・ エセ ンシャルズの問題と, 現代学生の経験と関心に

応じる教育方法の現代化の一つと しての, 哲学教育の視聴覚化の問題とを, つづけて検討す

るこ とに し よう。 それぞれの問題についての, 実地の調査 ・研究は, 最初に記 した ように,

文部省からの科学研究費補助金による実施を通 じておこなわれるのであるが, ここでは, そ

の予惚的な検討, および実地の研究の実施方法についての企画を述べるこ と とする。 これは

同時に√われわれ自身の哲学教育方法を理論的に検討する機会であ り, また自己の授業を反

省する好機でもある。
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3 . 一般教育と しての哲学教育の ミニマム ・ エセンシャルズについて

ミニマム ・ エセ ンシャルズについては, さ まざまな考え方があ り, 哲学教育にお卜てどの

ような規準でそれを選定するかは, 検討を要する ところである。 こ こでは, 一般教育と して

の哲学教育の, 前記の目的と課題に照して, 教授 しなければならないと考えられる最少限の

必要事項を , 日本の諸大学の一般教育課程で使用されて卜る教科書類, および諸外国のそれ

に類する書籍類を収集調査することによって, 抽出整理することと したい。

抽出される事項は,理論的説明かおこなわれる以上の取 り扱卜がおこなわれて卜るもの(概

して言えば, 小見出し事項以上の重視がされて卜るもの) であ り, 取 り扱卜頻度の多卜もの

であるが, 必ずしも頻度のみで整理するわけではない。 なぜなら, 上記の教科書などの編集

が必ず しも, 一般教育の前記の目的と課題に即 しておこなわれては卜な卜からである。 した

がって, われわれは一般教育と しての哲学の中心的課題である人間観 ・世界観の解明に重要

な関連がある と考えられる内容的事項と, それに準ずる方法論上の重要事項とを抽出整理す

ると卜う方針を採用する。 しかも, 抽出される事項は, 欧米の哲学史上の理論的事項と学説

名, および哲学者名に限ると しても, 時代的な均衡および相互関連を配慮しなければならな

t 。ヽ

さ らに, 抽出される事項の分量も, 一般教育過程での哲学履習時間によって制限されるの

で, 一応のと ころ, 約二時間連続の授業を年間30回 ( 4単位) で教授し うる程度にと どめね

ばならな卜。 経験的に推定すれば, 哲学史も し く は概論形態の授業にお卜て, 二時間連続授

業で, 一回にっ き, 1人の哲学者, 2つの学説, 4つの理論的事項を扱 うのが, 平均的な分

量と思われるので, 年間約30回で30人の哲学者, 60の学説, 120の事項が扱われることになる。

これは, 抽出される事項の分量の目安になるであ石う。

ここで学説名と呼んでいるものには, 総括的な唯物論や合理主義と卜った ものだけでな く ,

特殊的なイオユア自然学やイギリス経験論と卜ったもの, また社会契約説のよ うに横断的な

もの, さ らに個別的なイデア説やイ ドラ論なども含まれるものとする。

理論的事項には, 内容的な事項のほかに, 方法論的な事項も含まれる。「なん じ自らを知れ」

や 「われ考え る, ゆえに, われ在 り」 な どの哲学的意義のある寸言も前者に入れるべきであ

ろ う し, 同一律や分析や推論と卜った論理学的概念は後者の事項と して抽出されよう。 同一

律と自同律のように同一事項を示す異なった表現は, 一方を主と して, 他方を従と して, 同

一律 ( 自同律) のようにまとめられよう。 自然と ピュシスのような場合, 和語を主と し, 自

然 ( ピ ュシス) とまとめられる。 しかし, ロゴスと理性と論理のように, 部分的な重復があ

っても, 重要な異義性のある場合には, 別個の事項と して扱われるべきであろ う。 さ らに,

矛盾と二律背反のような場合には, 一考を要するであろ う。 なぜなら, 二律背反を矛盾の部

分概念と して , それに二括できると して も, 二律背反とい う概念には歴史的に独特な意義が

与えられているからである。 しかし, 一般教育と しての ミニマム ・ エセ ンシャルと して, 二

律背反を別個に抽出して説明しなければならないか, ど うかという観点からすれば, 矛盾(二

律背反) と して, 関連説明するに止めるこ とができよ う。 さ らに, 即自や対自と卜ったヘー

ゲル的概念のような難解なものを, 教養の ミニマム ・ エセンシャルズとすべきかどうか, も

問われ よう。 たとえ難解であろ う と も, も し もこれらの概念がなげれば, 一般教育と しての

哲学教育に欠 く こ とのできぬヘーゲル哲学の理解に支障を生じ, それ以後の哲学的展開の理

解が困難になるのであれば, これらの概念を採用せざるをえない。 とはいえ, 即自や対自と

いづた概念が真に必要なのかどうかの検討は必要であろ う。 なぜなら, パー トラ ン ド ・ ラ ッ



6 宮 本 十蔵 , 松 井 正 樹

セルがその著 ‘History of Western Philosophy’でヘーゲル哲学を述べているときも, デ

ューイがヘーゲル哲学を論じているとき も, これらの概念を使用してはいないからである。

以上のように, 一般教育の目的および課題などから, 一応の規準を設定して, ミニマム ・

エセ ッシャルズとすべき事項を採択する と しても, 個々の事項の採択にあたっては, 事項相

互の関連や, 学生の学力から見た難解度や, その事項を講義に活用する方法などによって,

さ らに検討が加えられねばならない。 と りわけ, 最後の要件から考えるなら凪 最終的な採

択は, 当該の教師が抱く哲学体系もし く は哲学観によって決定されるであろ う。

いかなる哲学的事項を ミニマム ・ エセ ンシャルズと して採択し, それをいかに活用するか

は, 結局は当事者の哲学的思想による, とい うのが, 生きた哲学教育の姿であろ うが, その

こ とに関連して, 想起する価値のあるのは, ヘーゲルの「哲学的予備学JphilosophischePro一

匹deutikであろ う。 この本の訳者高橋里美氏が序文で 「この書は単に彼の哲学の絶好なる入

門書たるに止まらず, 同時にまたその最 も摘要的な概説である」 (『ヘーゲル哲学概論』 岩波,

昭和14年版p. 1) と評し, も う一人の訳者武市健人氏が 「晦渋の学説を程度の低い学生に対し

て成る可く平易に説いたものであるから, 要を書して彼の哲学の全面を曲みな く示して くれ

る。 ……なおまた論理学, エ ンチクロペデ ィー, 法律哲学等の問題が大著の発表せられる数

年前の此の時分にすでに本質的な点に於ては殆んど変らない形で彼の頭に出来上っていたこ

との明かにせられるのは」(同訳書p.4) と述べているよ うに, 本書はヘーゲル哲学体系の平易

な概説書になっている。 そ して, その内容はヘーゲル哲学体系の ミニマム ・ エセ ソシャルズ

を成す諸概念の, 簡単で明確な体系的解説集になっているのである。 もちろん 「余 りに簡潔

にせられたことは却って彼の学説を難解にした点がないでもない」(武市序文p. 5) が, それで

も, 本書は ミニマム ・ エセンシャルズの入門的な概説書と して, 参照する価値のあるもので

ある。 そ して, われわれはわれわれな りに, 本書とは異ると しても, 自分用の ミニマム ・ エ

セ ッシャルズの概説要項を作成する必要があろ う。 これが, 当面のわれわれの課題の一つで

あ り, それを もとに して教科書を作成す るこ とができるならば, それは, われわれにとって

最適の教科書になるであろ う。

4 . 一般教育と しての哲学教育の視聴覚化について

前節において, 。われわれは ミニマム ・ エセ ンシャルズの検討をつ う じて, 最終的には, 自

己の教授方法についての検討や, 教科書作成の問題にまで論及した。 そこで, 哲学の教授方

法の改善に関連して, その一つと して, 哲学授業の視聴覚化の可能性と有効性の検討をおこ

ない, その肯定的な答えが出せるならば, 実際に哲学め視聴覚教材を作成し, それを実地に

活用して, その成果を検討してみなければならない。 後半は, 最初に書いたとお り, 科学研

究費補助金によって実験するものと し, ここではその作業仮説を構想し, 作業方針とその計

画を策定する。

抽象的な概念の論理的展開を主軸とする哲学を教育するのに, 視聴覚教材を作成し, それ

を授業で活用することは, かな り困難な ことなのである。 しかし, 次の二 ・三の理由から,

哲学教育の視聴覚化は試みるに値するものと考えられる。 その理由は, 第一に現代の学生の

生活習慣における活字文化から映像文化への傾斜である。 もちろん, 思考における言語の構

造的な役割 りから言って, 学生に活字文化に習熟させ, 論理的思考を養成することが, 根本

的に重要であるのは言 うまでもない。 しかし, 入門的意義の強い一般教育においては, 生活

習慣から映像文化への傾向性を強めている学生たちに, その能力と関心に応じた導入手段と

して視聴覚教材を使用する有効性は高いといえよう。
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第二に現代の情報社会化と, 宇宙にまでも及ぶ世界的広域旅行の発達のおかげで, 視聴覚

教材の資料を収集しやす く なったこ とがあげられよう。 旧来の黒板, 地図, 図表, 展示図か

ら小型映写機, 幻燈機, さ らにオーバー ・ヘ ッ ド ・ プロジェ クターと, 最近のテープ ・ レコ

ーダーおよびTVビデオに至る視聴覚機器の発達は, 便利で有効な手段を, 多様にわれわれに

与えているレ また, 音声, 文字 ・活字, 図書による情報も, カセ ッ ト ・ テープや電子コピー

によって, 映像を も含めて大量に複製することが可能になっている。 したがって, われわれ

の認識論を社会的な規模で改革しなければならない時期に来てお り, それにしたがって, 教

育方法もまた改善されねばならないであろ う。 もちろん, 後述するように, 映像的認識には

長所と弱点があ り, 弱点については補正されなければならない。

視聴覚教材の資料の収集の点でも, 非常に便利かつ広範囲の可能性が与えられていると卜

える。 ピク ト リアルな図書の大量発行, 図書館・博物館の発達, TV放映の向上と多様化, 通

信 ・伝達 ・旅行網の発展など, 活用しうる機会は, かな り多く なっている。 だが問題は, 資

料を収集する経費と時間と人手であり, それを整理し, 教材化し, 整頓し, す ぐ使用できる

ように準備してお く時間 と場所, 費用と収納庫やコピー機器のような副次的な手段, 人手

と制度的な保障である。 そ う した点では, 実験教科と されている理科系と比較すれば, 人文

系の学科に対する保障は, ほとんど無に等しいという困難がある。 そ う した中で, 今回この

方面の研究に科学研究費補助金が与えられたことは, 事情の好転を期待されるところである。

そ う した条件整備がなされるこ とを期待すると しても, まず何よ りも必要なのは関係教職

員の理解と協力である。 と りわけ, 同校内の哲学関係教員の時間と経費を含む協力, 他校の

哲学関係者たちの資料提供, 調査応答を期待することな しには, まともな視聴覚教材の収集

と準備は不可能であろ う。 そのためには, 一方では広範に, 同校内はもちろん, 学会等の哲

学関係者に至るまで, 理解と協力を要請すると同時に, 同校内では, 哲学関係者のチーム・

ワークの形成と共同計画の作成とが必須のこ と となろ う。 ’

以上のように, 哲ヽ学教育の視聴覚化には, それを実現する運動論と組織論が必要なのであ

る。 さ らに, その基礎をなす認識論および教科教育法の検討も必要であるが, その一端につ

いては次に取 りあげてお く。 ■㎜㎜㎜

哲学教育の視聴覚化か求められる第三の理由は, 哲学的認識にかかおる問題である。 その

一つは, 哲学的認識が主と して形式論理的な, リニヤーな分析によるものである場合は, 言

語や文字による認識と伝達が有利であると言えようが, たとえば弁証法的な, 複合的 ・流動

的な総合を要するものである場合は, 言語や文字だけでは不充分で, 動的な想像力の協力を

要する。 さ らに最近の哲学における弁証法, 現象学, 構造主義などの理論傾向からいっても,

流動的現実の総合的具体的理解を促進する手段が必須となってお り, その点では視聴覚手段

の有効性を認めざるをえない。 も う一つの理由は, 特定の哲学理論を理解するには, たんに

その理論的根拠の検討だけでは不充分であ り, 同時にその歴史的社会的根拠の探究と合わせ

ておこなわねばならないこ とは, 哲学史をはじめ哲学的諸理論の現代的認識の主潮流となっ

ている こ とである。 それは, 哲学的理論を真理探究である と同時に, 社会的意識形態の一つ

とも看 しているこ とであるが, そ う した面からの認識を促進するためには, その理論の形成

と展開の社会的 ・歴史的情況を視聴覚教材によって提供することは有効であろ う。 さ らに,

状況内存在と しての思想は, 同時に実存的存在でもあるので, その思想家の生涯と思想の関

連を, 映像を通じて理解を促進すること も可能であ り, 何よ りも学生の感性的 ・知的関心に

訴える力は強いといわなければ・ならない。

また, 哲学的認識の素材と して, 歴史や社会学や人類学などの社会科学をはじめ, 高度に
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発達した自然科学からの情報を簡明に提示するにも視聴覚化が便利な面があることは, たと

えば最近の生化学や生物 ・人類進化論や精神分析学などの成果を, 哲学教材と して利用する

場合を考えるだけでも, その有効性が理解されるであろ う。 なを特筆すべきはレ哲学的認識

と芸術との関連である。 言語的認識を主とする哲学と, 映像的認識を主とすると される芸術

との内的関連については, 認識論的検討を必要とするのであるが, こ こでは, 単純化された

一 ・二の実例で, その関連を例証するにとどめるのであるが, 弁証法と交響曲との類似性や,

現象学と シ ュルレア リスムとの関連などを指摘する人は, 二 ・三にと どまらないであろ う。

以上で, 哲学教育の視聴覚化の意義についての指摘をおき, 次にその教材収集の方針につ

いて略述 しておこ う。 それは, すでに論 じてきた 「一般教育と しての哲学教育」 の目的と課

題, およびその具体化の基礎と しての ミニ・マム ・ エセンシャルズを実現する方向で策定され

なければならないの獄当然である。 したがって, その視聴覚教材の収集はと りあえず, 哲学

的な人間観と世界観を教授するのに必要と思われるもの, および方法論的事項の解説に有効

と思われる ものを主とする。 そ して, さ きに ミニマム ・ エセ ンシャルズと して抽出 ・整理す

るこ と と した諸事項, すなわち選定された哲学者, 学説, 理論的内容事項および方法論的事

項を骨子と して, 資料収集をおこな う と と もに, それらの付帯的資料と して, 社会的 ・歴史

的資料, 伝記的資料, 芸術・文学的資料, 社会科学的資料, 自然科学的資料, さらに導入的
手段と して青年問題資料や時局的資料などが, 収集され整理され, 教材と して準備されるこ

とが望ましいであろ う。 今年一年間, こ う しだ暫定方針で試行をおこない, その検討によっ

て, さ らに方針と方策とを改善し, 具体化する予定である。

哲学教育に視聴覚化を導入する場合, 長所ばかりでな く , 欠点も生ずる危険性がある。 ま

ず, 言語的な説明 ・講義時間が圧迫され, 全体と しての授業の進行を さまたげられた り, 講

義の流れが乱され, 全体と して散漫なものにな りかねない。 そ う した授業形態と進行過程の

問題だけではな く , 内容的に映像的認識が優位を しめる場合は, 映像的認識のもつ弱点であ

る非分析的 ・非論理的な印象にとどまった り, 定着が弱く認識を深化させずに終る危険性が

ある。 したがって, 映像的認識と言語的認識との適切な配分と, 統一的な結合が必要となる。

この点を配慮して, 授業時間内での視聴覚にあてる時間の配分を適切にすると同時に, 視聴

覚による認識を言語的認識に結合深化させるために, 説明を充分おこない, さ らに, 学生に

感想や読書 ・研究のレポー トを提出させるよう工夫しなければならない。

最後に, 視聴覚教材を用いての哲学教育が有効に実施されるためには, それが簡便におこ

なえるような視聴覚室や視聴覚機器を設置した教室が必要であるし, おおむね百人以下の少

人数教育が一般教育の哲学授業と して成立し うるよう, カ リキュラムの構成と教員定数増が

達成されることが望まれる。


