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はじめに：18歳選挙権導入による政治教育への注目 

 早稲田大学の近藤です。今日は「これからの政治教育を考える」というテーマでお話をするわけ

ですけれども、初めに全体の話の見取図を示します。最初に、政治教育とは何か、つまり、他に市

民性教育といった言葉も最近ではよく使われるようになっていますけれども、そういう他の似た

活動と政治教育はどういうふうに同じなのか、あるいは違うのかというお話をいたします。続きま

して、私の専門分野であるドイツの政治教育の発展の歴史を簡単に説明したいと思います。そして

最後に、18 歳選挙権が始まるいま、ドイツの政治教育のどの辺りが参考になりそうかという具体

的なお話をしていきたいと思います。 

  

１ 政治教育とはなにか？ と問わねばならないことの意味 

最初のテーマに入りますが、今日の報告の題目である「これからの政治教育を考える」を見れば、

おそらくその瞬間に「これからの政治教育」といっても、そもそもこれまで日本に政治教育はあっ

たのだろうかという疑問が湧いてくると思います。例えば、今日お集まりいただいている皆様の中

で、中学高校で自分は政治教育を受けたというハッキリした記憶をもっている方はおそらくいら

っしゃらないのではないかと推測します。かくいう私も小学校から高校まで宇都宮市内の公立学

校に通いましたけれども、少なくとも当時は自分が政治教育を受けているという意識は全くあり

ませんでした。これは私が特別なのではなく、また宇都宮が特別なのでもなくて、おそらく日本中

どこでも多くの人々が似たような意識を持っているのではないかと想像します。これは結局のと

ころ、「政治教育」という言葉がこれまでの日本では使われてこなかったということからくる問題

です。たとえば私の専門分野である教育学には、いくつか有名な教育学事典がありますが、そこに

「政治教育」という言葉は載っていないのが現実です。 

ただ法律的な言葉としては、政治教育というのは成立しておりまして、それは教育基本法の中

に見ることができます。教育基本法の第 14条は「政治教育」となっています。第１項には「良識

ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない」と書かれています。政治

教育は大切であると日本の教育を定める最高法規が言っているわけです。特に私が重要だと思う

のは、この教育基本法は 2006年に改正されていますが、1947年に公布・施行されたときからずっ

とこの「政治教育」という言葉を使い続けているということです。このことは、私たちは戦後 70

年にわたって「政治教育」は大切であるという建前のもとで、教育を行い、また我々自身も教育を
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受けてきたということを意味します。 

 例えば、現在の中学校社会科の学習指導要領には冒頭に教科の目標というのが書かれています。

そこには「国際社会に生きる平和で民主的な国家、社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を

養う」とあります。ですから、民主主義社会を支える市民として必要な政治的教養を育てるという

ことが、教科の目標として真っ先に書かれているわけで、これは要するに、社会科というのは政治

教育を行う教科であるといっているようなものです。 

 ただ、法律的にはこういうことになっているにもかかわらず、繰り返しになりますが、私たちの

間では政治教育を受けたという実感が乏しいという現実があります。これは何故かといえば、さき

ほど「政治教育」という言葉があまり使われてこなかったからだと申し上げましたが、それだけで

はないでしょう。つまり、「政治教育」という言葉には、おそらくもっと否定的なイメージが付い

てまわっているんだろうと思います。敢えていうと「政治教育」などという怪しげなことを学校が

やっているはずがない、あるいは、やっていいはずがないという２つの感覚が、学習者はもちろん

教員の間にもあるでしょうし、広く社会の中に行き渡っていると言わざるを得ないと思います。つ

まり、「政治教育」といえば、例えば政治的にみて右か左かを問わず、政治的な権力者が自分の考

え方や自分にとって都合の良いものの見方を生徒に刷り込んでいくような教育、あるいは一種の

宣伝活動と言った方がいいかもしれませんけれども、そういうものだと思われてきたということです。   

ちなみに今申上げたことと関連して、教育基本法第 14 条の第 2 項には「法律に定める学校は、

特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」と

書かれています。この条文は、正確に読めば、要するに特定の政党を支持したり反対するためでな

い政治教育は当然行ってよいと言っているのがわかるはずですが、問題のある教育の形を述べて

いる第２項の中で、この「政治教育」という言葉が使われているという問題があります。メインで

ある第 1項の文章の中に「政治教育」という言葉がなくて、第 2項の方で「政治教育」という言葉

が使われていることもあって、どうしても「政治教育」という言葉には、1947 年に教育基本法が

作られてからずっと、どちらかというと、うさん臭いイメージ付きまとってきたわけです。 

さて、1947年に教育基本法が作られた後、世界は冷戦構造の中に取り込まれていきます。その

中で、日本では例えば学生運動なども起こります。そうなってくると、むしろ若者が現実の政治に

関心を持たないようにする政策が進められるようになりました。その結果、生徒自身のあいだに、

本当は社会科の時間に「政治教育」を受けているはず、あるいは受けるべきであるにもかかわらず、

そうした自覚さえないという状況ができて、今日まで続いているのだと言って良いと思います。 

ところが、今年の参議院選挙から投票権が 18歳に引き下げられことになりました。18歳に引き

下げられることが決まると、この「政治教育」という言葉がにわかにマスメディアを賑わすように

なったのはご存知のとおりです。今日こちらでお話をさせていただいているのも、そうした大きな

社会の流れの中の一こまなわけです。 

２ 市民性教育と主権者教育 

○ 用語の混乱 

ちなみに私自身は、『ドイツの政治教育』という本を 2005 年に出版したのですが、「政治教育」

という言葉はもう少し前から使っていました。ただ、この本を出した時、率直に申上げまして、同

僚から、どうしてそういう誤解を招きやすい言葉を敢えて使うのだと不信の目で見られた記憶が
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あります。ですから、今ではある意味、隔世の感があるわけで

すが、その間、つまり 10年くらいの間、別に私だけが「政治

教育」の重要性を唱えてきたわけではなくて、似たような問題

意識を持っている人は日本の中でも沢山いました。ただ、多く

の方が「政治教育」という言葉を避けて別の言葉を使ってきた

ということがありまして、今では若干言葉が混乱している部

分があろうかと思います。 

具体的にいいますと、「政治教育」のほかに「市民性教育」あるいは「市民教育」と言う言葉が

あります。後の二つについては学問分野によって微妙に訳が変わってくるというだけのことです

が、ほかに「主権者教育」という言葉も最近ではよく耳にするようになりました。これだけ似たよ

うな概念が出てきますと、やはり言葉の整理が必要になってくると思います。 

○ 主権者教育 

まず一番下の「主権者教育」という言葉ですけれども、この言葉がおそらくルーツが一番はっき

りしています。それは５年ほど前に、総務省が選挙に関する啓発活動の中で使い始めたのが契機と

なって，いま大いに広まっています。もちろん総務省が使う前にこの言葉が全く存在しなかったと

いうと、そんなことはないと思いますが、一般的に使われるようになったのは、この５年くらいの

間ということになります。   

中身としては、主権者である我々市民に対して、特に選挙の際の投票による政治参加を促すと

いうことを重視しています。ですからこの３つの言葉の中で、最も純度の高い、政治的な意味合い

の強い言葉であると言うことができます。私自身は、この「主権者教育」という言葉はなかなか良

いと思っているのですが、いま申上げましたような経緯もあって、若干視野が狭くなり過ぎといい

ますか、焦点が定まり過ぎているのではないかという懸念もあります。もちろん、主権者教育は選

挙教育にとどまるものではないと言われるのですが、敢えてそのように言わなければないところ

に、既にかなり視野の狭さのようなものが表れているのではないかと思います。ですので、私が政

治教育の話をするときには、この主権者教育という言葉は補助的に使うことにして、こういう言葉

もありますよという程度で紹介することにしています。 

 それからもう一つ。「主権者教育」と書いてある下に「？」マークが三つ並んでいますけれども、

この「主権者教育」という言葉はなかなか外国語に訳しにくいという問題があります。たとえば英

語で何といったら良いのかよくわからないわけです。こうしたところにも、日本国内の文脈の中で

「政治教育」という言葉を避けようとして使われてきた言葉という性格がよく表れていると言わ

ざるを得ないと思います。 

○ 市民性教育  

さて、重要なのはむしろ二つ目の「市民性教育」です。こちらの方は実は日本生まれではなくて、

逆にいうと世界的に共通する通用する言葉です。「主権者教育」というのは訳語が難しいと申し上

げましたが、「市民性教育」education for citizenship であれば世界中で通用します。むしろ英

語の education for citizenship という言葉が先にあって、それを「市民性教育」という日本語

に訳したわけです。 

 ここで「市民性」というのはcitizenshipの訳ですけれども、最後の-shipというのは一般に属性

を示す語尾です。例えば他に-shipが付く単語としては sportsmanshipという言葉があります。ス
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ポーツマンなら持っているべき属性ということです。具体的には、例えばフェアプレーの精神だと

かチームプレーの精神だとかといったような、スポーツマンであれば当然持っていることが期待

されるものということです。この citizenshipも同じことで、市民に求められるものを「市民性」

と訳して、市民が本来持っているべき属性を獲得するための教育という意味で「市民性教育」とい

うふうに呼んでいます。 

 今日の話で重要なのは、この「市民性教育」と「政治教育」がどういう関係にあるのかというこ

とです。端的に言いますと、どちらも実は似たようなものですけれども微妙な違いもありまして、

それをご理解いただいたうえで、私たちは今「政治教育」の方向を目指すのか、それとも「市民性

教育」の方向を目指すのか、あるいはもし両方のあいだにそれ程大きな違いがないとすれば、「政

治教育」ならこういうところにウェイトを置いた方がいい、「市民性教育」ならこういうところに

ウェイトを置いた方がいいという、微妙なさじ加減について考えていただければと思います。 

 この「市民性教育」や「政治教育」という言葉について、それがどういうものかを理解するため

には、少し視野を広く取る必要があります。というのは、「市民性教育」も「政治教育」もどちら

も本来日本国産の言葉ではありません。「市民性教育」でしたらイギリスあるいはフランスあたり

で発達した概念です。「政治教育」はドイツで発達した考え方です。ですので、この二つの言葉が

いつ頃どういう背景で使われるようになったのかという、それらの言葉の背後にあるものを見て

いく必要があります。 

ドイツの「政治教育」については後でお話しますので、まず「市民性教育」から見ていきたいと

思いますが、この「市民性教育」という言葉がイギリスで初めて大きな注目を集めたのは 1998年

のことです。ですからこの言葉もそんなに長い歴史があるわけではなく、たかだか 20年くらいの

ものです。当時のイギリスは労働党のブレア政権でした。その前年の 1997年に、首相の下に「市

民性教育諮問委員会」という機関が設置されました。この委員会が翌 1998年にまとめたレポート

が「学校における市民性教育と民主主義の教授」、通称「クリック・レポート」と言われているも

のです。そして、このレポートを受けまして、2002 年にナショナル・カリキュラム、これは日本

の学習指導要領のようなものですけれども、その中に「シチズンシップ」という新しい教科が導入

されています。いま、高校の公民の中に「公共」という新しい科目が設置されようとしていますけ

れども、似たような動きであるとお考えいただいてよろしいかと思います。 

○ その他の市民性教育  

一方、フランスは少し厄介なのですが、フランスには元々「市民科」（l‘éducation civique）

という教科がありました。そこに 1998年に「市民性教育」（l’éducation à la citoyenneté）の

内容が追加されるという経緯がありました。複雑で申しわけないのですが、敢えて無理を承知で言

いますと、従来の市民科というのは、日本の中学校の社会科の公民分野のような内容でした。つま

り基本的には政治制度あるいは経済の簡単な仕組みを学ぶ、知識中心の教科だということができ

ます。そこに市民性教育の内容が追加されたというのは、単に知識を教えるだけではなくて、もう

少し積極的に生徒が社会あるいは政治に参加するのを促すような方向に内容の転換が図られたと

いうことです。この辺のところはこれから日本の社会科がどういう方向に向かっていかなければ

ならないのか、あるいは向かっていくことになるのかということを考える上でも、参考になろうか

と思います。 

 いまイギリスとフランスの話をしてきましたけれども、もう一つだけヨーロッパに例を取りま
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すと、フランスのドイツとの国境の町であるストラスブールに欧州評議会という機関があります。

EU とは別の組織ですけれども、似たようなものだとお考えいただいても結構です。簡単に申しま

すと、EU加盟各国あるいは EUに入っていない諸国を含む多くのヨーロッパ諸国の外務省の協力機

関のようなもので、ヨーロッパ統合をより積極的に進めていこうという機関です。EU の方は外務

省だけでなくて農業や一般の経済活動全般を扱いますので、利害がぶつかりやすいですけども、こ

ちらの欧州評議会の方は基本的にヨーロッパ統合を進めていきたいと思っている人たちだけが集

まっているものですから、EUよりももう少し先進的な存在ということができます。 

その欧州評議会が 1997年に「民主的市民性教育」ということを言っています。先程「市民性教

育」というのは education for citizenship の訳だと申し上げましたが、こちらは education for 

democratic citizenship ということになります。ただ、この欧州評議会は「民主的市民性教育」

を提唱して、それを各国の中で実現していくべきだと提案しているだけで、結局は各国がそれを受

け入れるかどうかが問われてくることになります。 

 さて、これまで見てきたところから、20 世紀の終わりくらいにイギリスでもフランスでも、あ

るいはヨーロッパ全体の規模で見ても、「市民性教育」という言葉が大きな注目を集めていたとい

うことがお分かりいただけると思います。そして、それが 21世紀の日本に少しずつ届き始めたとい

う状況に、我々は今いるということになります。 

○ クリック・レポート  

・背景 

 さて，今日は時間の関係から、市民性教育については、先程のクリック・レポートにだけ注目し

たいと思います。この市民性教育が語られるようになった背景をクリック・レポートが述べており

まして、それによると、社会に対する無関心あるいは無力感、諦念といったものが当時のイギリス

の若者の間に広まっていたことが問題だったということです。無関心とか無力感、諦念というもの

はとても上品な言葉ですが、はっきり言えば、要するに若者の間で失業が増えたり、それと関連し

て犯罪が増えているということです。つまり社会的な格差が拡大する一方で、貧困な家庭に生まれ

た子どもたちはなかなか学校で良い成績をとることができない。そうすると就職も難しいという

負のスパイラルに陥ってしまって、どんどん格差が開いていく。そうするとどうしても暴力ですと

か、あるいは違法薬物といったものが広まっていきます。そういう反社会的な行動が若者の間に広

がっているということがありまして、それに何とか対処しようというところから「市民性教育」が

唱えられるに到ったということです。 

 特に最近、移民や難民の問題も大きくなっています。彼らはどうしても、社会の中で底辺の方に

押しとどめられがちで、そういうところから様々な社会問題が生まれてくることになります。今の

日本でも、もちろん車上荒らしみたいなことはときどきあると思うのですが、（写真省略）これは

ドイツのハンブルクの例なのですが、何人もの若者が沢山集まって道端に止めてある車をひっく

り返して火を放つということをしています。日本ではここまでのことは、まだ滅多にないと思うの

ですが、ドイツやイギリスやフランスではそれほど珍しいことではありません。特に、大晦日です

とか、若者が興奮すると、ついこういうことが起こりがちです。実際問題としては、ほとんどの車

のオーナーが自動車保険に入っていますから、車が燃えただけということで、それほど大きな問題

はないわけですが、決して好ましいことではありません。こういう破壊行為は問題だというのが一

般的な認識でありまして、それで、こういうふうに暴れている若者に対しては、暴力ではなくて、
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是非もっと前向きに社会に参加して、特に政治に参加することで自分たちの境遇を変える努力を

して欲しいと多くの大人たちは考えるわけです。 

 

・内容 

では実際問題として、こういう一種の無料感とか社

会に対する不信感、そして大人への不信感を持ってい

る若者に対して「市民性教育」は何をしようとしてい

るのかというと、クリック・レポートは三つの内容を

もって、それに対抗することを目指しています。第一

に「社会的･道徳的な責任感」、二つ目が「コミュニテ

ィへの参加意識」、そして三つ目が「政治的リテラシ―」です。要するに、まず社会的あるいは道

徳的な意識があれば、道端の車に不満をぶつけるようなことはしないだろうということ。それか

ら、自分に対する責任感があれば、車に放火することで自分を犯罪者にしてしまうということもな

いであろうと、このように考えられているわけです。また、そもそも 1人の若者が暴力的な集団に

巻き込まれてしまうのは、それを押し留めるだけのきちんとしたコミュニティに属することがで

きていなかったからであると考えていくと、この「コミュニティへの参加意識」というのが重要だ

ということになってきます。 

 さて、この三つの中で特に大切なのは「政治的リテラシー」で、これがないと「市民性教育」と

いうのは、一種の道徳教育になってしまいます。ちなみに、この「政治的リテラシー」というのは

目新しいものではありません。 

クリック・レポートをまとめた委員会の委員長であるバーナード･クリックはイギリスの有名な

政治学者ですが、彼は 1970年代から政治的リテラシーの重要性を語っていました。ようやく彼の

願いが少しだけかなったのがこの「市民性教育」ということになります。クリックは、この政治的

リテラシーが一番重要だと考えていました。道徳とかコミュニティで社会の問題を解決すること

はできないというのが彼の基本的な考え方でした。ただ、イギリス政府は違いました。ブレア政権

が考えていたのは逆で、政治的リテラシーのことはほとんど考えていませんでした。そうではなく

て、若者が荒れているんだったら道徳を教えるべきだと、またコミュニティを強化すべきだと考え

ていました。このように、政府とクリックの考え方は違っていたわけですが、ただクリックとして

は政府が自分のところに委員長を引き受けてほしいと頭を下げてやってきているのに、断る手は

ないだろうと考えたそうです。むしろ自分が積極的に引き受けることで、上の二つだけではなくて

三つ目の内容を入れることができると彼は判断して、この諮問委員会の委員長を引き受けたと述

べています。ですからこの三つの内容といいますのは、ある意味で政府とバーナード・クリックを

はじめとする政治教育を進めたい人々の間の妥協策ということになります。 

 この妥協が重要な意味を持っています。イギリスの市民性教育では、この政治的リテラシーがい

ってみれば政治教育と重なるわけですが、それは三本柱のうちの一つだということです。つまり、

それは 3 分の 1 の重さを持っているわけですが、3 分の 1 しか持っていないと言うこともできま

す。ここは非常に微妙なところです。ちなみに、ドイツでも道徳教育、倫理教育、宗教教育のどれ

も大切であるのは間違いありません。ですが、政治教育という独立した枠組みがドイツにはありま

す。それと関連する範囲で道徳教育――ドイツでは道徳という言葉は使いませんけれども――や
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倫理教育あるいは宗教教育というものが関わってくるわけです。こうした若干の違いがイギリス

とドイツの間にはあるわけで、「市民性教育」という言葉と「政治教育」という言葉の間には、そ

の辺のニュアンスの違いというものがあるとご理解いただければと思います。 

 もちろん以上はかなり図式化した言い方です。イギリスにもクリックのような政治教育が大切

だと言っている方もいますし、あるいはドイツにもいろいろな考え方があります。宗教教育の専門

家から見れば、やはり社会の問題に対して取り組む上では宗教が重要だということになるでしょ

う。ですから、これはあくまでも図式的な見方に過ぎないわけですが、こういうふうに考えていく

と、市民性教育とか政治教育というものがどういう性格のものかということが理解しやすくなる

のではないかと思ってお話しした次第です。 

 

３ ドイツにおける政治教育の歴史 

次に、ドイツの政治教育がどのように発展してきたかについてお話ししていきたいと思います。

これからの政治教育を考えようというのが今日のテーマですので、過去をみるというのは変な気

もするのですが、過去を見ずして未来を考えることはできないということは政治教育についても

当てはまるだろうと思います。 

○ 起源は 17世紀に遡る。→ これまでに政治教育自身が大きな変遷をたどっている。 

ドイツの政治教育学では、政治教育の起源は 17 世紀のゴータ公国で始まったとされています。

ゴータ公国といってもピンと来ないと思いますけども、今のドイツの中部にあった本当に小さな

町であり同時に一つの国家でした。当時発表されたゴータ公国の学校令の中に政治教育条項があ

ったということです。もちろん 17世紀の政治教育というのは、今の政治教育とは規模も違えば目

的も違うのは間違いありません。ただ、重要なのは、今日に至るまで約 350年にわたる教育活動を

指し示す言葉として、いま「政治教育」があるということです。つまり、350年の間にはドイツに

はいろいろな政治体制ができていますが、政治教育というのは、時間やあるいは政治体制を超えて

近代社会にとっては欠かせないものだとドイツでは考えられているということになります。とは

いえ、350年の歴史を持っているとなりますと、いろいろと厄介な問題が起きてきます。例えば 20

年の歴史しかないのであれば、そんなに「市民性教育」という名前のもとで今日の価値観から見て

問題があるということはないわけですけれども、350年もあるとなると、その間にはビスマルクも

いたしヒトラーもいたわけです。「政治教育」という言葉を使う際には、そういった歴史まで含め

て考える必要が出てきます。 

○ 帝政期の政治教育：祖国啓蒙中央機関（戦争遂行が目的） 
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さて、旧西ドイツの首都のボンに「連邦政治教育

センター」という機関がございまして、この機関の

過去を遡っていくと、ドイツの政治教育が今までど

ういうものだったのかということが分かってきま

す。ちなみに今このセンターは内務省、日本でいえ

ば総務省の管轄で、決して政治教育の司令塔という

わけではありませんが、一つの中心地になっていま

す。さて、連邦政治教育センターは1952年に「連邦

祖国奉仕センター」として作られて、1963年に現在の

名前に改称されているのですが、このルーツを遡って

いきますと、1918年3月まで遡ることができます。1918年3月は、まだ第１次世界大戦中でした。

戦況はドイツにとって非常に厳しくなっていて、そういう中で「祖国啓蒙中央機関」というもの

がベルリンに作られました。主な目的は、国民に政府への忠誠を呼びかけ、特に前線の兵士の士

気を鼓舞することでした。当時ドイツはもう既に敗色濃厚でしたけれども、それに加えてイギリ

スやフランスから大量の政治宣伝、戦争上のプロパガンダが行われてくるわけです。簡単に言え

ばビラが撒かれるわけです。どうせドイツのために戦ってもすぐに負けるのだから早く連合軍の

捕虜になった方が得ですよというようなプロパガンダのビラです。その一方で、ドイツ国内では

実際に厭戦感情が広がっていました。ドイツではこのあと、革命が起きて戦争に敗れることにな

るわけですけども、そういう危機的な状況の中で、何とか軍を立て直おそうと、そのための国民

に向けた宣伝期間として、この祖国啓蒙中央機関というのが設立されたわけです。現在の連邦政

治教育センターはいかにしてドイツの民主主義を強化するかという機関ですが、100年前にでき

た時は民主主義を教えるということは全く考えられていませんでした。そうではなくて、むしろ

国内に向けたプロパガンダ機関だったと言うことができます。先程「政治教育」という言葉には

胡散臭いイメージがあるという話をしましたが、まさにそういう機関であったわけです。 

○ Ｇ. ケルシェンシュタイナー 労作(労働)教育 

当時、つまり 20 世紀初頭ないし 19 世紀の終わりの時点でドイツの教育はどうだったかといい

ますと、ケルシェンシュタイナーというドイツ帝政時代を代表する教育学者が活躍していました。

日本では「労作教育論」として有名ですが、この人はドイツでのイメージと日本でのイメージが若

干違う人です。皆さんは「大正新教育」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。明治時代

の終わりくらいに日本はいわゆる受験社会化していて、すでに暗記中心の教育が蔓延していまし

た。それではよくない、そうではなくてもっと生徒たちが自発的に学ぶようになることが大切だ、

生徒の自由な考え方をいかに伸ばしていくかを考えよう、ということで始まったのが「大正新教

育」です。こうした運動の中でケルシェンシュタイナーも日本に紹介されていますので、この人は

自由主義者であるかのように受け取られてきたのですが、こうした理解には微妙なところがあり

ます。ケルシェンシュタイナーが本当にドイツで言っていたのは、手を使う仕事、つまり労働を通

して人格形成を目指すという考え方です。日本では「労作教育」と言っていますけれども、この

Arbeitspädagogik という言葉は普通に訳せば「労働教育」という意味です。ただ「労働」といっ

てしまうと、どうしても労働運動を連想してしまうというので、日本語に訳すときに慶応大学の小

林教授が「労作」と言い換えたわけです。 
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もう少し詳しく見ていきますと、要するに実際に仕事をしていく中で、例えばいろいろな社会

の規律ですとか、あるいは他の人々と協力することの大切さなどを学ぶことができるというのが、

このケルシェンシュタイナーの主な主張です。次に、ケルシェンシュタイナーがそういう教育論を

唱えた背景ですが、当時のドイツは急速な工業化の中で労働運動・社会主義運動が広まっていまし

た。それに対して権力層、これにはたとえば貴族ですとか新興ブルジョアジーなどいろいろいます

が、そういう人たちが非常に不安に思っていました。社会主義が広まってしまうのは好ましくない

と考えた多くの保守派の人々は、労働運動に対してキリスト教で対抗しようとしていました。つま

りキリスト教の中の保守的な価値観で社会の規律や治安を守ろうとしたのですが、ケルシェンシ

ュタイナーの面白いところは、そうではないまさに労働そのものを通して社会の秩序を維持して

いこうと考えた点にあります。正に逆転の発想で、画期的でした。念のために言えば、ケルシェン

シュタイナーは決して労働者の側に立っていたわけではありません。少なくとも社会主義運動に

対しては非常に否定的だったのは当然のことと言って良いと思います。 

○ ヴァイマル憲法第 148条「公民科と労働教育は学校の教科である」 

こういった教育論が唱えられて間もなく第 1 次大戦となって、ドイツは戦争で敗れるわけです

けれども、その後ヴァイマル共和国が成立します。このヴァイマル共和国の憲法には非常に面白い

ことが書かれていました。日本の憲法は、教育のことはほとんど書いていませんが、ヴァイマル憲

法の第 148 条には「公民科と労働教育は学校の教科である」とあります。これは非常に有名な条

文ですが、このうち「労働教育」というのはケルシェンシュタイナーが言ったものです、「公民科

と労働教育」をあわせて「政治教育」と置き換えても良いと思います。ヴァイマル共和国はドイツ

にできた初めての民主主義体制で、その体制を守るための教育が必要だということを、ヴァイマル

共和国の指導者たちはよく認識していたわけです。ですが、そこに労働教育が出てきてしまうとい

うところに、それ以上の民主的な教育学というのが当時のドイツではまだ確立されていなかった

ということが見てとることができます。 

ただし、確立されていなかったという判断は結果論でありまして、当時としては何とかしてヴ

ァイマル共和国を維持していこうと考えていて、そのためには政治教育が重要だという認識がこ

の憲法に見られるのは間違いありません。もちろん憲法に規定があるということと、それが実際に

実施されるということの間には距離があります。日本国憲法がどのくらい誠実に実施されている

かということを考えれば、その辺はおわかりいただけるかと思います。 

では何が問題だったかといいますと、ヴァイマル共和国時代に一番問題だったのは、学校の教

員です。教員はヴァイマル共和国の時代には教育を受けていません。彼らが学校に通っていたのは

帝政時代です。そして多くの教員が帝政に忠実で民主主義には批判的でした。ですから、政府は民

主主義を教えるように言っているけれども、教員がいうことをきかないというのが当時のドイツ

の状況でした。教員は知的なエリートとしての自覚を持っていますので、ヴァイマル共和国の胡散

臭い政治のためにどうして自分の授業時間を割かなければならないのか、というふうに思ってし

まったようです。 

それから 1921年には、「国立祖国奉仕センター」というのが設立されました。これは 1918年に

作られた戦争のプロパガンダ機関を、ヴァイマル共和国の民主主義を強化するための機関に再編

したものです。ヴァイマル共和国は初期には中道連立政権でしたが、その中道連立政権がこのセン

ターを再編して、主権者である国民が正しい政治的判断ができるように、政治経済あるいは文化社
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会問題に関する情報提供を行う機関として再出発を図ったわけです。 

ちなみにこういうセンターをつくると、その中立性というのが問題になるわけですけれども、

国会議員の各会派からなる専門の評議会をつくりまして、そこの監督を受けるという形で超党派

性を義務付けられていました。このシステムというのは戦後の連邦政治教育センターと基本的に

同じとお考えいただいて結構です。戦後作られる連邦政治教育センターの基礎は、1921 年のヴァ

イマル共和国の中にあったということになります。 

○ 祖国啓蒙中央機関→ナチ政権の成立とともに廃止 

戦後、連邦政治教育センターは大きく発展して現在に至っているわけですけれども、残念なが

ら戦前はうまくいきませんでした。先程学校教員の多くが反対だったという話をしましたが、教員

だけが反対だったわけではなくて、当時のヴァイマル共和国の議会の中には反民主主義政党がい

くつもありました。特に 1920年代の半ばに第１党になったドイツ国家人民党というのがあります

けれども、この右翼政党は国立祖国奉仕センターの廃止と解体を要求していました。そして実際問

題としては、ヴァイマル共和国が続いている間は何とか維持できたのですが、1933 年にナチスが政権

を取るとあっという間に潰されてしまいます。ちなみにナチスはこのセンターを解体した後、その一部

を政治宣伝の機関に使っていきました。 

ただし、これはむしろナチスに感謝しなければいけないのですが、彼らは政治宣伝のためにこ

の組織を使ったことは事実ですけれども、「政治教育」という言葉は使いませんでした。これが戦

後ドイツで「政治教育」という言葉が生き残ることができた大きな理由の一つだと言って良いと思

います。そもそもナチスの人たちは「教育」という言葉を、どちらかというと嫌っていました。「教

育」というのは受けると賢くなってしまうわけで、そういう知的なものをナチスはなるべく国民に

与えないようにしました。そのお陰で戦後「政治教育」という言葉が生き残ることができて、そし

て 1952年、ここではまだ「政治教育」という言葉は使っていませんけれども、実質的に政治教育

を行う機関として「連邦祖国奉仕センター」というものが作られて今日に至っているということに

なります。 

○ 戦後初期： パートナーシップ教育論（エティンガー）の隆盛と没落 

今ものすごい勢いでドイツの近代史を見ておりますけれども、最後に戦後初期のドイツの政治

教育、要するに今日に繋がるような政治教育がどういうふうにして作られてきたかということを

お話したいと思います。 

・パートナーシップ教育論 

戦後初期、連邦祖国奉仕センターが作られた頃、ドイツでは政治教育の第 1 回目のブームが起

きています。当時、政治教育界を支配していたのがエティンガーという人物が提唱したパートナー

シップ教育論というものです。彼は、敗戦の後いかにしてドイツの社会を民主化していくかという

課題を前にして、ナチ時代を含むそれ以前のドイツの政治教育は全て国家のための教育だった、そ

れでは駄目だと、これからはイギリスに習って地域共同体への忠誠心を育てなければならないと

いうことを言っています。彼が考える政治教育というのは、民主主義を国家形態として考えるので

はなくて、生活様式として教えるものです。そのためには「社交」、丁寧な言葉遣い、人付き合い

の良さといったものが実は民主主義には非常に重要であるということです。それから「競技」、こ

れはチームプレーですね。チームプレーの精神といったものが非常に重要であると彼は言ってい

ます。そして最後に「会話」。社交と会話というのは近いかもしれませんけれども、丁寧な言葉遣
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いをすることが重要だとされています。 

エティンガーという教育学者は、いま申し上げたように、イギリスないしアメリカを念頭にお

いてこういうことを言っているわけですけれども、先ほど私はイギリスの市民性教育では道徳教

育とかコミュニティへの参加が重視されているとお話ししました。同じことを実はエティンガー

は戦後初期の時点で言っているわけです。ですからエティンガーのイギリス理解というのは、当時

としてはかなり正確であったと言って良いと思います。実際、パートナーシップ教育論は、本当に

50 年代のドイツでは圧倒的な支持を得ていたようです。理由は簡単で、これは先生からすると楽

だということです。つまり戦後初期の時点でも、ドイツの学校の教員の多くは政治学とか経済学と

か社会学のような社会科学を勉強したことがありませんでした。そういう学問は戦後発達した学

問であって、戦前のドイツでは、これは日本でもそうかもしれませんが、そういう学問は非常に弱

かったわけです。歴史学や文学、ラテン語などを勉強してきた人たちが教壇に立っていました。多

くの場合、先生が学んでいないものを生徒が学ぶことは難しいのであって、学校の先生方もどうや

って民主主義を教えたらいいのか分らないという中で、このエティンガーが言ったのは、先生方は

とにかく生徒に対してみんな仲良く礼儀正しくしましょうと、こういうふうに指導していけば民

主主義を教えたことになるということです。これなら誰でもできるわけで、それでパートナーシッ

プ教育論というのは非常に先生方から重宝されることになりました。 

・エティンガーへの批判 

 ただ 60 年代に入ると、このパートナーシップ教育論はドイツの学校から駆逐されていきます。

理由は大きく分けて二つあるのですが、より重要なのは、エティンガーの考え方はヴァイマル共和

国で誕生した政治的な教育論と対立したということです。戦前のドイツの学校は決して政治教育

に熱心ではありませんでしたが、同時にヴァイマル共和国の中で少しずつ政治教育学の考え方が

発展しつつあったことも事実です。そういった政治教育学は、まさに政治的な逆風によって消え去

ろうとしていたわけですけれども、反ナチ抵抗運動を続けた人々の中には政治教育に取り組む知

識人がいました。そういうナチスの迫害をくぐり抜けてきたような政治学者や政治教育学研究者

から見ると、パートナーシップ教育論のような、やわな非政治的な考え方では民主主義は守れない

ということになります。 

エティンガーを批判した人たちが言っているのは、要するに何がドイツで問題だったかという

と、それは学校教員を含む多くの国民が社会科学的なものの見方や考え方ができなかったこと、そ

のこと自体が問題なのであって、その問題を放置した上で道徳とかコミュニティとか、そういうも

のに期待しても結局それは民主主義を守ることにはならないということです。そういうことはナ

チスによって証明済みではないかというのが、エティンガーを批判した人たちの基本的な考え方

でした。 

それからもう一つ、些細ですけれども現実には大きな意味を持った要因があります。それはエ

ティンガーの経歴が明らかになったということです。彼は実は元々はナチスの御用学者でした。戦

争中にナチスに協力した知識人は沢山います。そのこと自体も問題ですけども、エティンガーの場

合、戦争中に書いていた教育論と戦後民主化のために書いた教育論であるパートナーシップ教育

論がほとんど同じ内容だったということです。ですからいま申し上げた人たちの批判は正しかっ

たということになります。つまり、みんなで仲良くしましょう、礼儀正しくしましょう、これが民

主主義にとって重要ですというのは、確かにそうかもしれません。でもそういうことは、ナチズム
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の社会を支えるうえでも重要でありえます。こうして、エティンガーの考え方というのは、ある意

味で社会を維持するためには重要なのかもしれませんが、それは民主主義を支えるにはもの足り

ないということが明らかになりました。 

そして、このパートナーシップ教育論の衰退から、ドイツでは現在に繋がる「政治的な判断力」、

先程「政治的リテラシー」というバーナード･クリックの言葉を使いましたけれども、そういう政

治的判断力を重視する政治教育へと転換していくことになります。 

○ 政治教育と市民性教育 

これまでの話を簡単にまとめてみますと、やはり民主主義社会を築いて維持発展させるために

は道徳教育では足りない、政治教育が必要だというのがドイツの考え方です。道徳というのはやは

り私たちの社会を成り立たせるために必要であることは間違いないのですが、その社会は民主的

とは限りません。民主主義を維持発展させるためには、どうしても民主的な政治教育が必要になっ

てきます。民主主義が文化になっているところでは、もしかしたら政治教育ではなく道徳教育で良

いのかもしれません。おそらくイギリスはそうなのでしょう。自分達が民主主義的でなくなるなど

ということはありえないという感覚が、イギリス人の中にはあるのだろうと思います。この感覚が

果たしてどれだけ正しいのかは，わかりませんが，ドイツにはそういう感覚そのものがありませ

ん。そこにはヴァイマル共和国の失敗があります。民主主義を作っても、それはすぐに壊れてしま

うものだと考えられています。例えば先日、朝日新聞のインタビューにコロンビア大学のマゾワー

教授が、民主主義というのは元々脆弱なものだと語っていましたが、そういう意識がドイツでは強

いのに対して、イギリスでは違うわけです。ちなみにフランスも多分イギリスと似ているのです

が、そういうところでは政治教育よりも道徳教育をまず重視しようという形で、人々の思考がそち

らの方向に発展していきやすいということがあります。この辺のところが「市民性教育」という言

葉が発展していった社会と、「政治教育」という言葉が発展していった社会の大きな違いなわけで

す。 

そういうふうに考えていったときに、じゃあ日本はどうなんだろうか。これは是非皆さんに考

えていただきたいことですが、私の感覚では、もちろん日本だっていろいろな社会問題はあるとは

いえ、正直なところそれほど深刻ではないと思います。たとえば、いま駐車場に車が沢山停めてあ

ると思いますけれども、皆さんがお帰りになるまでに車が引っくり返されて火をつけられるとい

うことは多分ないと思います。いろいろな少年犯罪なども、時々波があるはいえ、大きく見ればむ

しろ減ってきています。それに比べて民主主義の方はどうか？ そういうことを考えていきますと、

日本で必要なのは道徳教育よりも政治教育なのではないかという結論に到るわけです。もちろん

市民性教育が駄目だというつもりは全くないのですが、もし市民性教育に注目するのであれば、そ

の中の３番目の政治的リテラシーに力を入れていくべきだし、もっとストレートに政治教育が重

要だと言った方が良いのではないかと私自身は考えております。 

 

４ 今日のドイツの政治教育の考え方 

ではここからは、いまの日本でドイツの考え方のどういうところが役に立ちそうかという視点

から、政治教育を見ていきたいと思います。具体的には二つのテーマを中心にお話をしていきたい

と思います。 

第一は、日本の学校で政治教育を進めていく際によく問題となる、いわゆる中立性の問題につ
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いてドイツではどう考えているのかということです。それからもう一つは、ドイツの政治教育の授

業は民主主義を担う市民に対してどういう力を持たせようとしているのかということです。念の

ためにいま申上げておきたいのは、やはりドイツと日本では政治状況が違いますので、一般的にい

えばドイツの考え方をそのまま日本に直輸入すれば上手くいくというわけではないというのは、

いうまでもありません。ただ、だから外国のことは参考にならないと考えてしまいますと、我々は

なかなか進歩できません。今まで上手くできなかったという現実を考えて、ここは取りあえず比較

的上手くいっているとされる例を参考にして、できるところを摂取しながら試行錯誤を繰り返し

ていくことが重要ではないかと思います。 

さて、18歳選挙権のおかげで、政治教育が大切だということは多くの人が理解するようになっ

てきています。でも現実には例えば自分が学校の教員だったとすると、保護者から授業が中立的で

はないとか、偏向しているとかそういう批判を受けたらどうしようという不安が大きいと思いま

す。これは逆にいいますと、これまで多くの先生方が政治教育を避けてきたということを意味して

いて、先程ご紹介した教育基本法の精神に反するという非常に大きな問題があることを示してい

ます。ただ、とりあえず今は過去のことを糾弾するよりも、むしろ前向きに今すべきことについて

考えていった方が生産的かと思います。  

○ 中立性の理解：ボイテルスバッハ・コンセンサス 

今日お集まりいただいたみなさんは、ボイテルスバッハ・コンセンサスという言葉をどこかで

お聞きになったことがあるのではないかと思います。少し前に、Yahoo のサイトにも載っていま

した。これは、1970年代のドイツで保革の思想的対立が非常に厳しかった、まさに冷戦の真只中

の 1976年に、何とかして保革双方が納得することができるような政治教育についての考え方をま

とめたものです。ちなみに今年はちょうど 40周年に当たっているということになります。 

簡単に要約しますと、中立性というのは、学問や政治の世界で議論がある場合は、授業の中でも

議論がある問題として扱い、特に主要な意見を幅広く紹介することで守られると考えられていま

す。この背後には、政治教育は、生徒が自分の政治的な意見を持てるようになることが目的だから

こそ、意見が分かれる問題については、その様々な意見を幅広く紹介していくことが必要だという

考え方があります。反対に言えば、現実にいろいろな意見があるにも拘わらず、教員が自分が正し

いと考えることや、政府与党が正しいと言っていること、そういうことばかりを教えていくので

は、自分の意見を持つ権利を事実上奪っていることになります。それは民主的な政治教育ではなく

て、学校という場を使った政治宣伝だということになってしまいます。 

具体例として、少し極端な例をあげたいと思います。日本が大変な少子高齢化の時代を迎えて

いるというのはご存知のとおりで、そういう現実についてはコンセンサスがあると思いますが、じ

ゃあどうしようかとなると意見が分かれます。たとえば私自身は、いろいろ問題はあるとはいえ、

定住を前提とした移民の受け入れは不可避かつ急務だと考えています。日本の社会科学系の研究

者全員にアンケートを取れば、私はおそらくマジョリティに属していることが分かると思うので

すが、でも現実には日本の社会には、いやそうは言っても移民を受け入れるのは心配だという声が

大きいのも事実です。そういう状況の中で、もし私が教員だったらどうすべきか、これはやはり自

分が正しいと考えることだけではなくて、両方の考え方を示す必要があるということになります。

移民が必要だと考えている人はこういうふうに考えている、移民を入れない方がいいと考えてい

る人たちはこういうふうに考えていると、それぞれその根拠にはこういうデータがあるという形
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で教員は両方の考え方を示していく、あるいは生徒自身に調べさせていく、これが中立的な教え方

だと考えています。 

時々誤解をされる方がいらっしゃいますので、念のために申し上げておきたいのですが、こう

いう中立性の考え方というのは、政府機関の活動である学校教育に対して期待されるものであっ

て、私たち一人ひとりに適応されるものではありません。それから同様に、マスメディアも基本的

に自由でなければなりません。マスメディアは政府機関ではないわけです。また、義務教育と違っ

て強制力もありません。ですからそこでは言論の自由が尊重されないといけません。マスメディア

は政府から独立しているという意味で中立的であるべきですが、政府に監督されるような形でそ

れに中立性を要求するというのはナンセンスな話です。 

ただ、話を戻しますと、学校の場合には教育の受け手は十分な判断力を持っていない子どもの

場合が多く、また義務教育においては強制的に教育を受けさせられます。さらに、学校教育という

のは政府の監督を受けて行なわれているという三つの点から、やはりマスメディアとは違う基準

というものを考えなければならないということになろうかと思います。 

さて、ボイテルスバッハ･コンセンサスについては、２点程確認しておきたいことがあります。

第 1は中立性についての理解ですが、「主要な見解を幅広く提示すること」という考え方は、日本

語で普通にいう中立性とは少しイメージが違うということです。日本で中立性であるというと、ど

うしても例えば右から左までいろいろ考え方がある中で、真ん中を取ることだと思ってしまいが

ちですが、いま申し上げたように、ドイツではそういう考え方はしません。そもそも真ん中を探し

出すことは非常に難しいということは、具体的なケースを考えていただければお分りいただける

と思います。また、もし仮に真ん中があったとして、その立場を採用したとしても、実際には右か

らは左だと言われ、左からは右だと言われるという問題があります。だからこそ先生方はどうしよ

うと心配されているわけですけれども、これが意味しているのは、要するに真ん中を探す限り中立

的な政治教育というのは不可能だということです。 

ドイツでは中立性というのは、真ん中をとることではなくて、主要な見解を幅広く提示するこ

とだというふうに理解しています。移民を受け入れることに賛成の人もいて反対の人もいて、それ

ぞれに根拠があるということを正確に伝えていくことが中立的な教え方だということになります。

この場合でも実際には、何が主要な見解かという問題があります。どこまで極端な少数派の意見を

取り上げる必要があるのかということですが、この点については、ドイツでは基本的に一人ひとり

の教員に判断が委ねられています。つまりそういう細かいところにおいては、教員の職業倫理や能

力が問われるということにならざるをえないということです。ですから常に不満を持つ人々が出

てくる可能性があるわけですけれども、でも現実には、そういう不満というのは当然のことなが

ら、かなり少数になっています。 

それからもっと重要なのは、例えば授業の中で先生がある程度説明をしたあと、生徒がそれと

は別の意見、もっと少数派の意見を述べるということがありうるわけですけれども、それは全く問

題ないということです。もちろんその生徒の意見が憲法に違反するような発言であるといけない

わけで、そういう意見に対しては指導が必要ですが、そうではないのであれば、その生徒の意見も

認めて、そこから授業を進めていけばよいということになります。 

こういう考え方に立っていきますと、授業の中で教員が自分の意見を述べることも全く問題な

いということになってきます。ちなみに日本では正に今ここが問題になっています。つまり教員が
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自分の意見を述べて良いかどうかというところで意見が分かれているようですけれども、駄目だ

という意見の背後には、これまで日本の学校では暗黙のうちに教員は正しいことを言うものだと

いう理解があったという事情があると思います。正にこういった教育観とか教員観を改めていか

ないといけないのですが、ドイツでは、教員はいろいろな意見を紹介するものという理解が前提で

すので、教員が言っていることも様々な意見のうちの一つであると考えられることになります。つ

まり、中立性というのを真ん中ではなくて、主要な見解を幅広く提示することと理解することによ

って、教員は自分の見解もその幅広い見解の中の一つとして生徒に示すことができるようになる

わけです。 

さて、このように教員は自分の意見を表明しても良いと考えられているわけですが、ドイツで

はもう少し積極的に、自分の意見を述べることが期待されている場合もあります。たとえば教室の

中で議論が活性化しない場合です。先生の言っていることの価値、意味がよくわからなくて生徒た

ちから意見が出てこないというのはよくありうる話です。そういうときには、例えば移民の問題に

ついて、先生はやっぱり移民を受け入れないといけないと思うけれども、でも君はどう思う？ と

いった形で生徒の発言や思考を促すということが教員には期待されています。それからもっと一

般的にいいましても、教員の仕事というのは生徒に自分の意見を持つように促すことであると考

えられています。ですから教員自身が自分の意見を説明できないようでは、生徒に対して示しがつ

きません。例えば生徒から「じゃあ、先生はどう思うの」と聞かれた時に自分の意見を言えないよ

うでは、それは教員失格であるという考え方がドイツの政治教育の基礎にはあります。この辺は日

本と随分違っているかと思いますが、やはりこの辺のところで日本の場合も教育観とか教員観と

いうのを改めていきませんと、なかなか民主的な政治教育というのは難しいと思います。 

ただ、念のために申し上げますと、ドイツでも教員は常に積極的に自分の意見を述べることを

期待されているかというとそうではありません。「必要に応じて」ということです。最近、移民の

受け入れをテーマにした授業を分析した論文を見たんですが、教員の発言が少ない教室の方が生

徒が活発に議論するということでした。一つの研究成果をあまり真に受けない方が良いかもしれ

ませんが、いずれにしても、教員にとって重要なのは生徒が自由に自分の意見がいえるような環境

を作ることです。そのためには、敢えて自分の意見を言ったり、あるいは言わなかったり、臨機応

変に対応するということが教員には求められます。ですから少なくとも教員は自分の意見を述べ

るべきではないといってしまうと、教員が教室の中でできることが制約されてしまって、それでは

意味のある授業を行うことは難しくなるだろうと思います。 

○ 中立性の積極的意味 

ボイテルスバッハ･コンセンサスについてお話したい二つ目は、いろいろな政治的な立場の人、

例えば与党や野党から批判を受けないために中立的であることが求められているのではないとい

うことです。むしろ批判は受けても良いし、反論をしても良いでしょう。そもそも個々の授業に対

して政治が介入するとき、信頼を失うのは教育よりもむしろ政治の方です。重要なのは、中立的で

あるということにはそのこと自身に積極的あるいは教育的な価値があるということです。クレー

ムが来て大変だから中立的にやろうという考え方は間違っています。  

○ 議論を通して意見を持つことの意義 

ではその教育的な価値はどういうことかということですが、それは生徒が活発に議論ができる

ということです。繰り返しになりますが、教員が特定の考え方だけを話していたのでは、多くの生
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徒にとってそれを受け入れるしかなくなってしまいます。そうではなくていろいろな考え方があ

ることを示して、そのうえで皆さんはどう思いますかというふうに尋ねるところから議論が始ま

っていきます。議論が始まったらあるいは生徒一人ひとりが取りあえず暫定的に何らかの意見持

ったら、後は生徒たちの議論に委ねておけば良いでしょう。もちろん議論の過程で生徒からいろい

ろな新しい質問が出てくることもあるかもしれません、そういうときには、その場で答えることも

あるでしょうし、あるいは自分でもっとよく調べなさいと言うこともあるかもしれません。いずれ

にしても授業の主役は生徒であって教員ではないというところを押さえておく必要があります。 

さて、今までボイテルスバッハ･コンセンサスが持っている意味について２つの角度から説明し

てきましたけれども、もう一つだけ念のために確認しておきたいことがあります。それは今お話し

たような生徒たちが意見を交わしながらその過程で自分の意見を練り上げていく、つくっていく

ということを、ドイツの政治教育は、私たち日本人が想像するよりも遥かに重視しているというこ

とです。生徒が正しい知識を持つことあるいは政治認識を持つことはもちろん重要です。ただ正し

い知識を持っているだけでは駄目であって、やはり自分の意見を持っていないと政治に参加する

ことはできません。教室での討論というのは、参加のための練習というよりも、むしろ議論そのも

のが一種の政治参加であるということができます。日本でも政治参加の重要性ということは最近

よく言われるわけですけれども、実際問題としては例えば有権者でない中学生にできることとい

うのは限られています。生徒会活動とか地域の活動とか、こういうことが重要なのは間違いありま

せんが、18 歳になるとすぐに国会議員を選ばなければならないということを考えると、やはりそ

れまでに国レベルの政治あるいは国際レベルの政治というものについても参加する練習が求めら

れることになります。 

その場合、実際問題として何ができるかといえば、それはなんといっても教室の中で議論する

ことです。話し合いをすることといった方がよいかもしれません。何故話し合いが政治参加の練習

になるかというと、そもそも政治というのは自分の考えを相手の人に分かってもらうこと、相手を

説得したり、あるいは相手の人の話を聞いて自分の考えを変えることです。ですから教室の中で具

体的な政治問題について同級生と議論をする、話し合うということは、実はそのこと自体が一つの

小さな政治参加になっているわけです。日本では政治参加というと、何か政治的な意思決定に参加

しないといけない、投票によって意思決定に参加しないといけないかのように考えられがちです

が、決めるばかりが参加ではありません。もちろん決めるということも重要ですけれども、しかし

それだけではなくて、普段の教室の中でのあるいは教室の外まで含めていろいろな話し合いに参

加するということが、実は立派な政治参加であるということをもっと重視してよいのではないか

というふうに思います。 

○ どのような力を育てているか 

 これまで中立性の考え方についてお話してきましたが、ではドイツの政治教育の授業というの

は具体的にどのような力を育てようとしているのかということについてお話をしていきたいと思

います。 

これについては 10年ほど前にドイツの政治教育学会が、全国の教育省に向けて発表した指針に

注目してみたいと思います。ドイツは正式にはドイツ連邦共和国といっていますが、16 の州から

なっています。そしてそれぞれの州に教育省があります。州によって教育制度も随分違います。日

本では一応全国、教育特区を除けば６・３・３・４制となっていますけれども、ドイツでは州によ
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っていろいろな形になっています。教科書検定も各州で行われます。ですからある教科書がある州

では合格しますが、他の州では合格しないというのも当たり前です。ちなみにいまドイツ 16州全

部で使うことができる政治の教科書は一冊もありません。それは各州の学習指導要領が微妙に違

っているからです。例えば何年生で政治を教えるかということまで違っています。 

このように全国共通の政治教育の内容というのは存在しないのですが、政治教育学会というの

は全国組織です。その全国組織である政治教育学会が、16 の州に向けて、この指針を参考にして

学習指導要領を開発してくださいという一つのモデルとして発表したものがこれからご覧いただ

きます指針ということになります。 

その指針によりますと、政治教育が目指す力というのは、大きく三つに分けられるということ

です。「政治的判断力」，「政治的行動力」、「方法的能力」の三つです。ただ、最後の方法的能力と

いうのは、前の二つとは少し違ってやや特殊な面がありますので、これだけ先に述べてしまおうと

思います。 

・方法的能力 

具体的には、いろいろな資料を調べたり、あるいは調べた結果をまとめて発表したり、それをも

とにして討論をしたりという能力のことを「方法的能力」といいます。日本でも、最近は朝から晩

まで「アクティブ・ラーニング」といわれて、先生方は大変なのですが、要するに生徒一人ひとり

が手を動かす、話し合うという活動をしながら学んでいくのを教員はサポートするような、そうい

う授業を展開することが求められています。そこで生徒に学習することが期待されているのが、こ

の方法的能力というものだと考えて良いと思います。ですから、方法的能力というのは、必ずしも

政治を学ぶときにのみ使えるというものではないですし、反対にいえば政治の授業の時にのみ育

てられるというものでもありません。数学だって歴史だって国語だって、この方法的能力というの

は大体似たようなものということになります。ですから、これは政治教育の中でも方法的能力の育

成にあたってくださいということではありますが、しかしこれは政治教育特有の中身を表すもの

ではないとお考えいただいて結構です。 

・政治的判断力 

次に政治的判断力ですが、政治教育学会の指針によりますと、判断力といってもいろいろある

ということで、実はとても細かく分類されているのですが、全部見ていくと大変ですので、今日は

ここに示した５つだけをご紹介したいと思います。 

まず一番目が「自分にとって政治的意思決定が持つ意味を理解する力」ということです。ここで

「力」という言葉が使われていて、それが本当に適切な言葉遣いかどうかは微妙なところですけれ

ども、要するに政治的な判断をすることの重要性をみんな一人ひとり分かっていてくださいとい

うことです。多くの市民は実際には政治的な意思決定に関わろうとしないけれども、意思決定が重

要なのは当たり前でありまして、そのことの重要性を理解していないようでは困ります。逆に言え

ば、それを理解してもらうことが政治教育の一つの目標になるわけです。 

また、二つ目の「個々の政治的決定の意図しない結果を想像する力」、あるいはその次「国内的

視点だけでなく、国際的視点からも政治を考える力」、「短期的視点だけでなく、中長期的視点から

も政治を考える力」こういったものが重要だといわれていて、一つ一つ見ていけば、それはそうだ

ろうなと思われるのではないかと思います。ここで重要なのは、こういった力を身に付けるために

は、実は政治に関する一定の知識が必要になってくるということです。先程申上げましたように、
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ドイツの政治教育は政治的な参加能力の育成とかアクティブ・ラーニングを非常に重視していま

すが、このことは決して知識を軽視しているわけではありません。このことは是非確認をしておい

ていただきたいと思います。もちろん我々が受験で期待するような細かい知識をたくさん要求す

ることによって、いわゆる政治嫌いを育ててしまってはいけないわけですが、そのことは知識が重

要ではないということを意味しません。そもそも先程政治参加が重要だといいましたが、政治参加

のためにはその前提として関心を持っている必要があります。ある人が参加するためには、そもそ

も参加しようと思わなければなりません。関心がないことには参加しようとは思わないわけです。

そしてドイツでよく言われるのは、人間というのは知識がないこと、自分が知らないことには関心

を持つことができないということです。当たり前のことのようですけれども真実でしょう。そうい

う意味で、知識というのは政治への関心やあるいは参加意識の基礎としてどうしても重要不可欠

ということになってきます。そのうえでさらに「意図しない結果を想像する」とか、あるいは「国

際的な視点から考える」「中長期的な視点から考える」というふうに、理性的な判断をする時には

さらに多くの知識が必要になってくるということになります。ですから知識を軽視する政治教育

というのは考えられません。ただし、知識にもいろいろな性格があって、入試で要求されるような

細かい知識ではなくて、今の現実の問題を考える上で必要な知識を厳選して、必要に応じていろい

ろな活動を通して確実に学んでいくことが重要だということになります。そういうふうに現実の

問題に取り組みながら、いろいろ知識を活用していくという経験を繰り返していくことによって、

学ぶということが重要なんだ、あるいは知識というのは受験のためにあるのではなくて、自分の生

活を良くするために自分達の社会を良くするためにあるんだということを体得していくことが大

切だということになります。 

最後に、「社会、経済、法、歴史的視点から政治を考える力」ということですけれども、現実の

政治の問題を多面的に理解して、理性的な判断を下すためにはやはり社会科学だけではなくて歴

史的な視点というものも重要だということになります。そして歴史教育という観点からしても、や

はりドイツと日本の歴史教育の間にはかなりのレベルの差があるといって良いと思います。彼ら

は、言ってみれば、歴史の知識を使うところまで授業で扱います。我々は丸暗記をして単語は沢山

よく知っていますが、しかしその歴史の知識をなかなか使えない。そういうこともあって、政治教

育においても、歴史的な視点から歴史の知識を活用するということが要求されるということにな

ります。 

・政治的行動力 

次に「政治的行動力」の方に入ります。政治的行動力についても５つの項目について見てきたと

思います。 

まず第１に、「自分の意見を－たとえ少数派であっても－効果的に主張する力」ということです。

これが重要だというのはいうまでもないと思います。いわゆる討論の授業というのは、こういう訓

練の場です。ただ、私が特に我々日本人にとって重要だと思っているのは、２番目の「異なる意見

とのあいだで妥協する力」です。これは易しいようで難しいのですが、ドイツ人が普段からよく言

うことです。そもそも「妥協能力」という言葉がドイツ語にはあって、Kompromissfähigkeit と

言うんですけれども、これは必ずしも政治を語る言葉ではなくて、むしろ日常用語です。要するに

妥協の能力というものがないと社会は粗野なものになって、ひいては民主主義も崩壊しかねない

ということです。たとえば、かつてのヴァイマル共和国はこれが足りなくて、妥協ができなかった
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ために民主主義が崩壊してしまいました。あるいは我々の日常生活でもそうですね。妥協さえでき

れば物事が進むのに、妥協ができなかったがために集団全体が崩壊してしまうということがあり

得ます。そもそも時間をかけて良い妥協を追求していくという努力が民主主義の基礎に必要です。

我々はグローバル競争の中で暮らしていますので、早く決めるということに非常にウェイトを置

いて考えてしまうのですが、そういうことが必要な場合もあるとはいえ、基本的にはいかに時間を

かけてより良い妥協を練っていくのかを考えていくことが民主的なんだというふうに、ドイツの

政治教育学では考えています。 

さて、３つ目を飛ばして先に４つめの方に行きたいのですが、「他者の立場に立って考える力」

です。これは日本人は空気を読むのが得意な人間なので、我々にとってはそれほど辛くはないかも

しれませんですが、ドイツ人にとってはこれが難しいようです。文化によってそれぞれ得手不得手

がありまして、ドイツ人にとっては１番目の方は比較的簡単なのですが、この４番目の方は苦手な

ようです。逆に言うと、これができると、ドイツ人としてはあの人は信頼できる人だという印象を

持って貰えるわけで、政治家のような指導者には特にこれが必要だというふうに言われています。 

その次に「文化的・社会的多様性を踏まえて、差異に関して寛容かつ批判的に考える力」という

ことですが、これもなかなか厄介なところです。ドイツの場合日本よりも一足先に多文化社会がで

きていて、たとえば去年１年間で約 110 万人の難民を受け入れたという話です。その他にも難民

とは別に移民が来ます。ちなみにご存知のようにドイツの中でも 110 万人は多過ぎるので、難民

の数を制限すべきだという意見がかなり強まっていることは事実ですが、その中で強硬派の人た

ちの意見というのは、最大 20 万人に減らせというものです。逆にいえば 20 万人までは良いとい

うことです。ですからドイツの社会において、我々日本に暮らしていると、多くの人々が 1人難民

をも入れるなと言っているように誤解をしがちですが、そういう過激な人は例外であって、ほとん

ど政治的な影響力はありません。難民受け入れを制限しようと言っている人たちが考えているの

は、もう少しコントロールできる範囲に数をおさめていこうということであって、入れないように

しようというのではないわけです。それが意味しているのは、それだけドイツの社会というのは既

に多文化化していて、多文化社会であることなしにドイツは存在しえないという前提がドイツの

中では共有されているということです。 

そしてこのとき重要になるのは、マジョリティとマイノリティの関係です。多文化社会という

のは、マイノリティを沢山受け入れていくことになるわけですけれども、その時に当然マジョリテ

ィはマイノリティの文化を尊重しなければなりません。自分たちの考え方を相手に押しつけては

いけません。ただし、じゃあマイノリティの文化なら何でも認められるかというとそうではありま

せん。マイノリティの文化の中には非民主的な要素があるかもしれません。そういうものについて

は寛容であってはならないわけです。ですから、「差異に対して寛容でなければならない」につい

て言えば、寛容であれということは、すべてを肯定するということではないということになりま

す。そうではなくて、その中の非民主的な部分については批判的に捉えていくことが必要なわけで

す。おそらく日本においても、こういった問題は、多分遠からず重要になってくるだろうと思いま

す。 

それからもう一つ、さきほどとばした３番目の「自分の消費行動を反省的に振り返る力」という

のがあります。これは、例えば私たちがいろいろな物を買うというのは、経済行動であるとつい思

ってしまいますが、それは経済行動であるだけではなくて同時に政治行動でもあるという考え方
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に基づいています。例えばもうすぐ電力が自由化されます。どこの電力会社から電気を買うのか。

原発を使用している電力会社から買うのか、それともクリーンエネルギーで発電をしているとこ

ろから買うのか、という選択の可能性が出てきます。つまり同じ品質なら安いものを買うのは当た

り前だという考え方は、もちろんそれが正しいという考え方もありますけれども、しかしそうでは

ないという考え方もあります。いずれにしても我々は、物を買うときにはその消費が持っている影

響について考えたうえで行動しましょうというのが、ここで言っていることです。政治教育という

のは、このくらい広い対象を持っているわけです。 

さて、ドイツの政治教育が求めている学力あるいは能力というのは、どうも日本の公民とか政

治経済といった教科が考えているものとは少し違うということがお分りいただけたのではないか

と思います。今ご紹介したような力が要するに民主主義を担う市民に求められる力なのだとする

と、逆にいえば日本のこれまでの中学･高校の授業というのは、あまり民主主義のためには役に立

ってこなかったのでは、という不安が湧いてきます。今度 18歳選挙権があって高校生を何とかし

なければと我々考えがちですが、実は高校生だけでなくて、我々自身も大した政治教育を受けてい

ないという点では、彼らと同じです。ですから、せっかくの機会ですので、高校生にどういう政治

教育を提供するかについて考えることを通して、我々自身が政治教育についてもっと真剣に考え

ていくことがおそらく重要なのではないかと思います。 

  

５ まとめ 

以上をまとめますと、ドイツの政治教育というのは、日本よりも直接的に民主主義社会を支え

る市民の育成というものを目指しているといっていいと思います。日本では、好意的に考えれば、

将来市民として役立つことを期待して沢山の知識を教えてきました。実際、中学の公民や高校の政

治経済で、ある程度のことは学んでいます。ただし、それは将来その教育を受けた人が政治に関心

を持つようになれば役に立つかもしれないという、そういうものです。しかし、残念ながら多くの

市民は知識を役立てることができていません。その結果として、社会科は暗記科目のままに終わっ

ていて、試験が終われば記憶した内容も忘れられてしまう場合が多いでしょう。 

ではどういうことを考えていったらいいかというと、今お話しましたように、中学生･高校生に

対する教育について本当に深刻に考えなければいけないのは当然ですが、それを機に教員を含む

大人が政治について考えることが大切です。現状では、我々はとても中学生･高校生にものを教え

られるような立場には多分ないのだと思います。そうではなくて、言葉の本当の意味で、我々も中

学生･高校生の皆さんと一緒に勉強していきましょうというスタンスに立っていかないと、大人が

悪いモデルを示してしまって、いつまでも状況は良くならないのではないかと心配されます。そし

て、実際にそういうことを考えていく際に、ドイツの政治教育の例というのは参考になるところが

あるのではないかというふうに、私は考えております。 

 

（本稿は、講演録をもとに事務局が編集した原稿に、講演者が一部修正して作成したもので、文責は事

務局にあります。） 


