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はじめに 

どのようであれば私たちはシュタイナーの教育論を読んだ、あるいは分か

った、と言えるのだろう？その魅力を感じつつ、一方で、近代合理性に反す

るような部分を読み飛ばしてしまう読者はおそらく筆者だけではないだろう。

シュタイナーは人智学に基いてはっきり語っているにもかかわらず、その思

いは私たちに届くことはほとんどない。奇妙な曖昧さのままシュタイナーは

心に残り続ける。 

 著者との対話が本を読むということであるとしたら、このままで良いわけ

はない。もちろん、文献学的な研究方法も大切だが、それだけでなく、こち

らがさほど防衛的にならずにすむような、近づき方がないものだろうか。本

稿は、そのための糸口を探るものである。 

 シュタイナーは、9～10歳頃の出来事を重視している。日本でも「9歳の壁

（あるいは危機）」ということが教育関係者の間で語られることがあるが、二

つの言説の文脈はかなりずれている。そこで、本稿では、このずれをきちん

と把握することを通してシュタイナー教育に迫ってみたい。このずれを意識

しながら 9～10歳の内面に生じることとそれへの対応についてのシュタイナ
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ーの考え方を注意深く検討することで、シュタイナー教育は私たちにとって

より近づきやすいものになるのではないか。同時にまた、私たちの常識との

隔たりも認識できるのではないか。 

  

１．7～10歳のシュタイナーの経験 

まず、シュタイナー自身のその頃の様子を見てみよう。 

『シュタイナー自伝』（1）第 1 章は、7 歳から 10 歳の時期を扱っている。

それによると、シュタイナーは、ハンガリー（現クロアチア）のニーダーエ

スターライヒのポットシャハという所で 2～8 歳までを過ごした後、ハンガ

リーのノイデルフルに移っている。7 歳でポットシャハ村の学校に通い始め

るが間もなくやめ、父から読み書きを学んでいる。この時期のシュタイナー

は、教育用に用意された教材や習得を期待されたものごとには関心を持てな

かった。だが実際的な生活の営みの全てに関心を持った。たとえば、文字を

書くという課題ではなく、ペンの素材の弾性や、インクを乾かすための撒き

砂とインクがどのように混合するかを研究するという具合である。家の近く

の水車小屋では製粉作業を見ることが許され、それに夢中になった。一方、

紡績工場では、材料と製品は眼にできても工場内部を覗くことは堅く禁じら

れていた。シュタイナーによれば、この頃、ものごとの関連の洞察だけでな

く「認識の限界」も経験したのである（２）。 

 紡績工場以外にも、シュタイナーが答えの得られない疑問を抱え込んでし

まう出来事がもう一つあった。後部車輌から炎を上げながら駅に近づく貨物

列車を目撃し、どうしてこのようなことが起きるのかと周囲の人々に尋ねた

が、満足できるような反応が得られなかった。ちなみに、炎上したのは紡績

工場の原料だった。 

8 歳で転居したノイデルフルは、アルプスの山々を遠景として、美しい森

林で覆われた穏やかな丘陵や畑が広がっていた。ベリー類が豊富な山、おい

しい水の湧く泉など、そこには子どもの心を惹きつける豊かな自然があった。 
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シュタイナーは森で小作人達によく出会った。彼らは「60 歳になってもま

だ子ども」で、シュタイナーを同等の仲間として扱う「心根の優しい人々」

であった。彼らを通じて村の家々の出来事のほとんどを、シュタイナーは知

ることになる。さらに、修道院や、古い城、決闘で片耳を失った領主、フリ

ーメイソンのロッジなど、物語の世界とまだ地続きとも言えるような世界が

そこにはあった。散歩途中で出会う修道士たちについてシュタイナーは次の

ように書いている。 

私は彼らから語りかけられたい、と思っていた。彼らは一度も話かけな

かった。だから、彼らとの出会いから、私はいつも漠然としながらも厳粛

な印象を受けた。その印象は長く心から離れなかった。9 歳のとき、「この

僧侶たちの課題に関連して大事なことがあるにちがいない。それを私は知

らねばならない」という考えが私のなかに定着した。私は問いで一杯にな

った。だれからも答えられないまま、その問いを私は背負っていかなけれ

ばならなかった。あらゆることについての問いが、少年の私を孤独にした（３）。 

 シュタイナーは補助教員が教える小さな学校に入学したが、その教師の部

屋で幾何学の本を見つけ、夢中になった。三角形、四角形、多角形の合同相

似、平行線に関する記述に引き付けられた。中でももっとも魅了されたのが

ピタゴラスの定理だった。 

 列車火災についての疑問のように、この頃のシュタイナーは、周囲の大人

達に尋ねても答えの得られない問いや、共有されそうもない問いを抱えてい

たのであろう。シュタイナーにとって、幾何学は「人々が見る」事物や存在

以外にもリアルなものが実在するということを実証するものだった。目に見

えないが実在するのは精神世界の出来事である。シュタイナーは次のように

書いている。 

精神世界の現実性は、感覚世界の現実性と同様、私には確かなものだっ

た。しかし、この仮定の正当性を証明することが私には必要だった。感覚

世界の体験と同様、精神世界の体験は錯覚ではない、と思えるようにした
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かった。人間は幾何学において、心魂自身が自らの力によって体験するも

のを知ることができる
．．．

、と私は思った。この感情の中に私は、私が体験し

ている精神世界について、感覚世界についてと同様に語れる正統性を見出

した。それゆえ、私は精神世界をそのようなものとして語った。私は二つ

の表象を抱いていた。それらは不確かではあったが、すでに 8 歳以前に、

私の心魂のいとなみの中で大きな役割を演じていた（4）。 

そして、精神世界は、人間の心魂内の現象を超えた広がりと客観性をもつと

感じられていた。 

「感覚が知覚する対象と経過は空間中に存在する。しかし、この空間が

人間の外部にあるのと同様、内部に心魂の世界があり、それは精神的な存

在、経過の舞台である」と私は思った。私は、思考は人間が事物について

作るイメージのようなものとは思えなかった。思考は、精神世界が心魂の

舞台に開示したものだと思った。幾何学は人間によって作られたもののよ

うに見えながら、人間からまったく独立した意味を持つ学問だ、と私には

思われた。子どもだった私はもちろん明瞭に語れなかったが、幾何学と同

様に精神世界についての知識を人間は自分の中に持っていると感じた（5）。 

シュタイナーによれば、幾何学は「外的感覚の印象なしに、純粋に観照さ

れる形態のなかに生きる」ということであった。そして、それが彼の心魂に

最高の満足を与えた。「答えの得られない問いを通して生じた気分が、幾何学

によって慰められた」のである。 

幾何学への関心は、次第に発展していった観照の最初の芽生えであるとシ

ュタイナーは言う。そしてその観照は多かれ少なかれ無意識的に存在してお

り、二十歳頃にはっきりと意識的な形を取ったのだ。 

補助教員は、シュタイナーの生活に芸術的要素ももたらした。バイオリン

とピアノを弾き、スケッチも好み、シュタイナーを強く惹き付けた。また彼

は教会のオルガン奏者だったが、シュタイナーも、学校の生徒として、ミサ・

告別式・埋葬時の合唱隊に加わった。儀式を司る司祭もシュタイナーのその
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後の知的関心を方向付ける役割を果たした。年長の生徒にコペルニクスの宇

宙体系を図を描きながら語ってくれたからである。太陽と地球の関係、地軸

の傾き、季節の変化、地球の気候区分、日食と月食といったことの特別授業

をしたのである。また、その司祭が補助教員を助手にして行う音楽付きの儀

式に参加することを通して、存在の謎が強い暗示力をもってシュタイナーの

精神のまえに現れてきた。 

こうした事柄はシュタイナーの家庭には無かったものである。シュタイナ

ーは「この点では両親の家でよそ者」だと感じていた。鉄道に勤務する父は

一度も教会に足を踏み入れない、言ってみれば自由なそして世俗的な人物で

あった。中世の名残のある世界の中に入り込んできた近代の象徴である鉄道、

そして鉄道員の息子としてシュタイナーは生まれた。鉄道の設備や電信機や

電気の法則などにも彼は興味をかき立てられた。この二つの世界の問題はシ

ュタイナーのその後の思想的な歩みに深く関係していくことになる。 

シュタイナーは、長じてからの神秘主義的な思想のルーツとして自伝が読

まれることを予想して、子ども期に関する精神世界の叙述は、訓練された回

想（観照）によるもの、つまり幾何学がそうであるように、「事物の内的な必

然性からのみ叙述した」ものである、と述べている。 

こうしたシュタイナーの 7～10 歳までの出来事は、彼の教育論と深く関係

しているように思われる。家庭教師として関わった重度の水頭症の子どもと

の関係がシュタイナー教育の原点とされることが多いが、この時期の経験は、

7 歳から 14 歳までの教育と重なり合って見える。自分の経験とそこから見出

した課題をもとに次世代の教育を構想するというのは、シュタイナーにとっ

てもごく自然なことであろう。 

 

２．自我の目覚めと教育的対応 

子ども期のシュタイナー自身の世界との出会いと心の状態は、教育論とい

う文脈では、「自我」の発達の重大な局面として捉えられている。自我が自立
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するのは 21 歳頃とされるが、ずっと前からいわば胎児のように育っていく

過程が想定されている。 

シュタイナーによれば、まったく無意識的な態度で世界に接する数年間を

経て、子どもは次第に意識的になっていく。外界を自分に関係付け、自分を

外界に関係付けることがきるようになるのである。3 歳のころから「私」と

言えるようにはなるが、そのときの「私」はまだ夢見るような状態で存在し

ており、目覚めるのは 9～10 歳の時期をまたねばならない。 

この 9～10 歳の子どもに新たに開かれていく意識は、教育にとって最大と

言っていってよいような課題をもたらす。シュタイナーは、やや抽象的にで

はあるが、次のように述べている。 

 9 歳から 10 歳までのあいだに、子どもにとって非常に重大な事が生じま

す。教師はそのことに気づくにちがいありません。抽象的に語れば、9 歳

から 10 歳までのあいだに、子どもは自分と周囲を区別することを学ぶの

です。自分を自我と感じ、周囲を自我に属さない外的なものと感じるので

す。・・・子どもは心の重荷になっていることを表に表さないのですが、子

どもは心魂のもっとも内なる深みにある問題を持って教師のところにやっ

てきているのだということを知らねばなりません。そこに、その子の全人

生の非常に多くがかかっているのです（６）。 

この時期の子どもの「内なる深みにある問題」とは、具体的には何だった

のか？シュタイナーによれば、自分と周囲の世界を区別するようになった子

どもは、鉱物界、植物界、動物界のすみずみにまで感情を働かせ、そのいた

る所から自分に光り輝いてくるものを見、自分でその意味を感じ始める。子

どもは地上の出来事に自分の身体感覚を通じて直接的に出会うのだが、それ

は、世界への幼児的な信頼観（「宗教的帰依」と言ってもよいようなもの）か

らすでに抜け出してしまった自分に気付くということも含んでいる。自我意

識には喪失感が伴うものなのである。シュタイナーにとって教育の過程はす

べて癒しの側面を含むのであるが、7～13 歳までの教育にも、こうした内的
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危機への対応ということが含まれている。 

この時期の子どもの視界には死という現象も入ってくる。死への疑問は、

自分自身の死に対する恐怖から来ているというよりも、無意識的、感情的な

レベルで｢生きることの意味｣を問う、認識論的な性格のものであることが多

い。しかし、シュタイナーはむしろそれゆえに、重要な問いとして扱ってい

るふしがある（7）。 

この期からの子どもの心を捉えてゆくもの、そしてそれゆえ教育の課題と

なるものを、「存在の秘密」という言葉でシュタイナーは一括りにしている。

「大自然の秘密や人生の法則」、「宇宙の秘密」などと言い換えもする。死も

そこでは重要なテーマであり、死に関する問いには、蝶がさなぎから抜け出

る比喩をもって応じることを繰り返し勧めている。 

しかし、シュタイナーの自伝からも分かることだが、こうしたことへの子

どもの問いは大人たちに必ずしも真剣に受け取られるとは限らない。とりわ

け、近代的な常識が意識の外に追いやっているようなことについてはそうで

あり、死もその中に含まれる。だが、シュタイナーが危惧するのは、問いが

相手にされないということだけでなく、むしろその常識に子どもたちが染め

られてしまうことであった。シュタイナーが、蝶の変態の比喩で子どものそ

の問いに応じることを勧めるのは、そうした問題が単に概念的に扱われたり、

唯物論的（科学的）に論じたりすることを避けようとしたからである。この

比喩は知性ではなく、感情と感覚に、そして魂全体に訴えかけるものであり、

後に概念的に理解する際にも一定の気分として作用する。とりわけ魂の不滅

ということについては、そうした形象を通じた理解が重要であり、知的な概

念だけで受け入れることはほとんど不可能だと考えている。 

生と死が非連続を含みつつ連続的であるという感覚を強めることとともに、

シュタイナー教育で重視されているのが、人間と自然界との連続性の感覚を

強めること、そして、心という目に見えないものと物資的なものは一体であ

るという感覚を強めることである。幼児の頃から、自然界の熱と体温、球の
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弾むのと吐き気などのように、あらゆる出来事を人間そのものに関連付ける

ことで、子どもは少しずつ、人間が小宇宙であり、その中ですべてのものが

結び合っている、と実感できるようになるのである（8）。 

心身の一体性は言うまでもない。心は身体の中でこそ、存分に生きる。シ

ュタイナーによれば、笑う人は、魂に意識して働きかけていると同時に横隔

膜にも働きかける。そして「このことが理解できるならば、雨が降ったり、

雷が鳴ったりするときにも、そこに眼に見えぬ大自然のこころが働いている

のを感じるようになる」のである（９）。 

ところで、こうした比喩が子どもの心を捉えるためには、教師がそれを信

じていることと、子どもにとって教師が自明の権威であることとが、不可欠

である。シュタイナーによれば、自我の目覚めとともに教師へのそれまでの

無自覚な愛着関係も危機にさらされ、たいてい何週間、何ヶ月も続く困難の

後、子どもの中で教師がそうした権威として改めて受け入れられることが多

い。これは一つの危機であり、その後の授業の成否を左右するだけに留まら

ず、この期によい人への信頼を保てなければ、子どもの人生の中で発展して

いくべき内的な確かさすべてが不安定なものになるという、重大なものであ

る（10）。 

教師の責任は重い。しかし、その基本は、驚きを、美を体験したいこの時

期の子どもの欲求に応じて、イメージ豊かな活動をさせることだ。それによ

って子どもの心は満たされ、美的感覚が鋭敏になり、行為の意味の理解が深

まっていく。そのようにして自我はさらに目覚めてゆくのだ。 

自我の目覚めの時期が含まれる 7～13 歳の教育課題は、このように、子ど

もが幼児期に持っていた宇宙との一体感をさらに子どもの成長に相応しい形

で発展させていくことなのである。シュタイナーによれば、唯物論的な科学

が発展した近代に生きる人間は、ギリシャ人のようにそのままで宇宙（自然）

と一体化することができない。しかし近代人の内にも自然の美を感じる力が

眠っている。色、音、リズム、形態、動きなどの自然美への感受性を内在さ
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せているのだ。そして、ゲーテが原植物を見出したように、ギリシャ人が気

付かなかった自然のさらに深い本質を発見することもできる。つまり、成長

していく生命の動的なパタンへの感受性をもつことができる。そしてそうし

た諸々の感受性によって感受したものを表現すること、つまり創造的な活動

を通じて近代人は自然との一体化が可能となる（11）。シュタイナー教育で、

有形無形の芸術的な活動があらゆる場面に含まれているのも、育ちつつある

自我意識にとってそれが癒しであると同時に、世界の不思議や美を感じ取り

たいという子どもの要求にあったものだからである。芸術に浸されたシュタ

イナー教育は宗教的な教育でもあるのである。 

 

３．「青年期の危機」で問われるべきこと 

 言語や身体的なパワーによる自己表出力が増す思春期以降の若者の悩みや

逸脱行動は、近代教育の大きなテーマの一つである。シュタイナーも、14～

20 歳のクラスを開講するに当たって、その年代の若者たちの特徴とそれへの

教育的配慮について語っている。 

 思春期には、異性に対する関心とともに、個人的な判断力が現れる。この

時期になって初めて、肯定か否定か、判断力・批判的悟性に呼びかけること

ができる。原理原則が必要とされる。もちろん、この年齢に達したばかりで

は、自ら判断を下すことは、ほとんどできない。そこで、外界への関心を目

覚めさせる必要がある。教育によって、人間だけでなく、外界の法則性・経

過・原因・意図・目的に目を向けさせなければならない。 

しかし、ここで注目すべきことは、シュタイナーが思春期・青年期が抱え

る問題よりも児童期の問題の方が決定的なものだと考えている点である。一

般の教育学を批判する形でシュタイナーは次のように語っている。 

残念ながら教育学は、青年期の暴力と性愛が、20 歳、21 歳までまった

く別様に進むべきものが二義的に変化した産物である、と把握していませ

ん。性的な成熟以降の人体における自然な要素である、と把握しています。
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正しい方法で教育したら、14 歳・15 歳から 20 歳までの青年たちに、暴力

と性愛について語る必要はまったくなくなります（12）。 

シュタイナーからすれば、「日の出や日没時の空の輝きや、花々の美しさを

感じとれるように子どもを教育するなら、または激しい雨や風から崇高な感

情を受けとれるようにするなら、今日のほとんどばかげているといえる性教

育をさずけるよりも、はるかにすぐれた性教育をしたことになる」のである（13）。

美的な態度で世界に向き合うことができるならば、エロス的衝動の担い手で

ある自分の体によって、やたらに悩まされることはないし、当然、暴力的に

なることもない。9，10 歳の時に世界について驚いたり賛美したりできるよ

うにするならば、思春期を迎えた子どもを正しい仕方で世界を愛せるように

していることになる。愛は存在全てに及ぶものであり、異性愛はその特殊な

形にすぎない。愛は、他者への働きかけへの最も内なる促しなのである。 

シュタイナーのこうした見方は、現代文明への批判的認識と、以下の発言

に見られるように、表裏一体のものである。 

この領域をとらわれなく観察できる人には、この年齢の子どもの最も深

い関心が簡単には満足されないことが明らかになるにちがいありません。

外界に対する関心を十分にもてないと、子どもは自分自身に向き合います。

そうすると、自分のなかでさまざまなものが孵化しはじめます、一般的に

「現代文明の主要な害は、人間があまりにも自分自身に関わり合っている

ことだ。人間は余暇の大部分を世界に関わることに費やせず、自分の調子

がよいか悪いかに心を煩わせている」、と言わなければなりません（14）。 

 このように、宇宙の生命の流れ全体を視野に置こうとするシュタイナーの

教育論は、社会適応を主題とするような常識的な青年期教育とは一致しない。

最近流行のキャリア教育は論外だ、ということになるであろう。もちろん、

現実の生活を軽視しているわけではない。しかし、シュタイナーにとって、

生きることの意味は、この世の現実の中で心魂が成長することなのだから。 

 したがって、この節の初めに触れたような14～20歳の教育課題の主眼は、
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それまでの段階で得たものに質的発展をもたらすことである。「かつてはもの

ごとを見て知識を獲得した。いま私はそれを判断し、認識を得たい」と子ど

もは感じ始めている。「なぜ」を真剣に追い求めようとすれば、世界のあらゆ

る領域に目を向け、関連を探求したくなる。だから、教師は、世界がますま

す興味深いものになるように、自分自身に心を煩わせないように、絶えず気

を配る必要がある。 

 児童期との連続性の中でも重要なのは、事物に即して心の深奥からイメー

ジが湧き上ってくることである。ファンタジー、想像力と言っても良い。シ

ュタイナーは、判断はファンタジーから生まれると考えている。道徳的判断

には他者や状況への想像力が不可欠だが、知的認識でもゲーテのように自然

のリアルに迫ることが求められている。だから思春期以降も、教師は単に主

知主義的にものごとを扱ってはならない。この時期の子ども達の欲求に十分

対応できるように、教師はものごとの深みへの想像力が豊かでなければなら

ないのである。 

この世界の問題に強い関心を抱き、それを青年たちと分かち合えるとい

う幸運な状態にあると、その教師を通して世界が語ります。その教師を通

して歴史的人物達が語るかのようです。そのようなことから、活気が生じ

るにちがいありません。・・・教師は躍動、高揚を示さねばなりません。そ

の躍動は、なによりもファンタジーへと向かいます（15）。 

教師自身と世界との関係の現われであるこうした躍動が、望ましい社会や

人間の理念といった目に見えない、だが重要な「ファンタジー」の実在の保

証となる。もちろん、他方で、幻想を交えず自己観察し、幻想に没頭しない

ようにすることも教師には必須である。 

 

 

４．現代文明と子どもの教育 

  現代人は、子どもの時に人生を美しいと感じることを学ばなかったため
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に、人生から何も驚嘆すべきものを見つけ出せなくなっています。これが

現代の特徴です。乾き切った仕方で何らかの知識内容を豊かにすることだ

けが求められています。けれども、いたる所にある隠された美を見つけ出

すことができません。こうして人生との深い関係が失われます。人間と自

然との深い関連を失わせるのが現代文化の営みなのです（16）。 

繰り返し見てきたように、9～10 歳の時の経験がその後の人生の岐路にな

るとシュタイナーは指摘している。しかるに、現代社会が与える経験は、シ

ュタイナーが望むようなものではない。両者は非常に深いレベルでの対立を

孕んでいるのである。 

日本の教育関係者の間でも、「9 歳の壁」や「９歳の危機」ということが言

われている。小学生対象の某大手進学塾の HP にも「子どもが 9 歳前後に迎

える大転換期」という一文が載っている。発達心理学の知見を援用しながら

綴られているその文章の主旨は、子どもが 9 歳前後に自分中心の世界から抜

け出し、「自分以外の人＝他者」の存在を意識し始め、自分と他者との違いを

始めて意識する。誰にでもある成長のプロセスだが、子どもにとっては初め

ての経験で、不安やストレスを生じさせる。また、学習内容も高学年になる

と具体的なものから抽象的なものになり、学習や言語面でも「学びの大転換

期」であるということである。 

こうした今日の日本の子どもの内的な変化は、高学年になるといじめや不

登校が増えるという現象にも関係するものと思われるが、この期の子どもに

起きていることについては、シュタイナーが語っているものとさほど違いが

あるようには思えない。しかし、その解釈の仕方にはずいぶん違いがある。 

たとえば、9 歳未満の子どもが「自分中心的な世界」に生きていると解釈

されることについて、シュタイナーは「世界中心的」に生きている、と解釈

する。7 歳までは意識ではなく、身体のあり方そのものとして、「宗教的な帰

依」と言っても良い関わりを世界に対してしているのだ（17）。 

こうした子どものイメージは、現代人からすれば、退行的に美化されたロ
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マン主義的な観念のように見えるだろう。だが、民俗学の資料には、日本人

もかつては子どもを神的な存在として扱うという事例はたくさん見つかる。 

現代でも、シュタイナーの解釈に当てはまりそうな現象も見つかる。たと

えば小学校の展覧会に行けば、遠近法が使われ一つの視点から合理的に描か

れる高学年の絵と、多視点的で身体的動きが反映されるような低学年の絵と

の違いはすぐ目に付く。そして、たとえば横から見た動物の体に正面から見

た顔がついていたりするような低学年の絵と比べると、高学年の絵の方がむ

しろ「自己中心的」だと言えるのではないだろうか。一つの自己の視点から

見えることだけを描いているのだから。低学年の絵は、近代的な精神と重ね

られる遠近法を乗り越えようとした、キュビズムの絵に似ている。 

現代社会でこの頃の子どもに意識される不安やストレスは、他者との差異

の発見からくるものがほとんどであろう。それは、競争的な関係や抽象的・

記号的世界に速やかに馴染ませようとする教育も大いに助長している。シュ

タイナー教育では、そうした圧力をできるだけ弱めつつ、大人たちがほとん

ど無いことにしてしまうような重要なテーマに子どもたちが出会っているの

だと洞察する。 

最近ではあまり話題にならないが、日本でもかつては「もらい子幻想」と

いったものがあった。自分の真の出自に関する疑問であり、シュタイナー的

な言い方をすれば、「存在に関する問い」であり、「超感覚的世界」に関わる

ような問いである。それには孤独感も付随するが、思春期以降ほどの切迫し

た情緒的な不安は伴わない、と見なされている。だが、シュタイナーはそれ

を、子どもにとって真正な、またその後の人生にもかかわる問いだと見なす

のである。 

現代的な都市での生活では確かに遭遇することが難しくなっているかもし

れないが、人間界にも自然界にも、無限なるものへ向かう通路が潜んでいる。

子どもが一人で近所を歩きまわれるようになり、世界に興味を持ち始めると、

子どもはそうした通路に出会う。夜明けや夕暮れの情景も、日常とは違う時
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空の存在を感じさせる。 

身近な人の死もまたそうである。『子どもとの宗教対話―子どもの権利の視

点から』でシュバイツァーは、次のように述べている。 

死に関する問いは相当早くから芽生えているということを忘れてはなら

ない。道端に横たわっている死んだ動物、親しかった親戚の人の死や友達

の死、命が終わるということへの問いを、子どもたちは口にしないではい

られない。・・・子どもにとって死は特に人間関係に関わることなのであ

る。・・・「両親は死ぬはずがない、でなければ僕は一人ぼっちになってし

まう」。死は子どもを囲む親しい人々との世界を脅かし、それが壊れてしま

うと予感させる（18）。 

そして亡くなった祖母との関係を繋げられるように想像力を働かせる９歳の

女の子に寄せて、次のようにも言っている。 

子どもは死とか死んでゆくことに疑問を抱くことはないと思い込んで、

大人がその問題に触れないとしたら、それは間違っている。そればかりか、

子どもは死、あるいは死んでゆくことに関われないと私たちが考えるなら、

それも間違っている。明らかに子どもは、大人が理解できるとは限らない

ような、子ども特有の方法でこの問題を考えている（19）。 

こうしたことは、日本の子どもたちにもあるのでではないだろうか？宮崎

駿監督の「となりのトトロ」や「千と千尋の神隠し」などが人気を博してい

る。大きな自然災害や同級生の自死などという現実に出会うこともあるだろ

う。だが、教育者たちはショックを和らげることだけを考え、「心のケア」な

どと言う。9～10 歳の危機は学習上の危機と認識され、社会的な適応、端的

には学力的な優位を目指すこと以外に眼を向ける機会が奪われてしまう。フ

ラッシュバックのような状態には専門家の手当ても必要だが、子ども達はそ

れを機に人生上もっと重大なことを学べるかもしれないのに。 

先に触れた福音主義に立つ宗教教育論によれば、死の問題を避けようとす

ることは、子どもの権利を侵すことになる。「死」もまた、無限なるものへ通
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じる道として、子どもの世界を豊かにするものなのだ。両親を初めとする良

き他者の愛と同様に。 

さらにシュタイナーの教育論では、前近代的なものにも教育的配慮が必要

だとされている。自伝で教会の聖歌隊に加わり葬儀にも参加したことが語ら

れているが、そのときシュタイナーは、いわば前近代的精神をもった人々と

その世界とに触れていた。それらは子どもの心性に親しいものであり、自然

への共感に満ちた賛嘆とともに、シュタイナーの人生の豊かさの源泉となっ

ている。 

現代では死も自然も子どもから遠ざけられてしまっている。原発事故もあ

り、自然についてはそうせざるをえない事情も増してきている。そして、社

会への適応や経済的成功だけが教育の課題として意識されている。現代文明

の偏りを病的と見なすシュタイナーにとって、9～10 歳の子どもへの対応は、

子どもとともにそれを乗り越えようとするか否かの重要な岐路となるもので

あるが、そうしたことは私たちには見えにくくなっている。 

 

５．人智学的な人間理解と現代 

シュタイナーによれば、現代のような唯物論的な世界観の時代には、人々

はますます無気力になっている。教育学も例外ではなく、世界に対する本当

の関心を引き起こせない病的な状態にある（20）。 

日本の学校教育でもその通りであって、シュタイナー教育のように「存在

に関する問い」を深めてゆくことはしない。しかし、その問いは一人ひとり

の中で完全に消えてしまうことはないのである。それどころか、とりわけ死

や異世界に関することは、大人達の与り知らぬところで、子どもや若者自身

によって求め続けられ、それが思わぬ危険を招くことがある。 

 朝倉喬司は、終末論と結びついた 80 年代の若者文化の延長線上にオウム

真理教事件を位置づけている（21）。たとえば、1989 年に徳島で起きた“自殺

ごっこ”事件では、女子小中学生 3 人が路上で解熱剤を服用して倒れた。彼
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女らは自分たちが古代の王女の生まれ変わりだと考え、死ぬ寸前までいけば

前世が覗けるのではないかと試みていたのだ。 

超越的な時空に仲間との紐帯を求めていく動きは、当時のオカルト雑誌『ム

ー』や『トワイライトゾーン』などにも顕著に見られたという。朝倉の見る

ところ、それらへの投稿には共通する心性があった。第一に、「何ごとかを構

成、あるいは形成しようとして、悪戦苦闘している意思の影、・・・好奇心で

も興味でもなく、むしろ形成への使命感、というより、使命、あるいは使命

感そのものへの“飢え”といったもの」があった。もう一つは「喪失感」で

ある。「使命感」は「喪失感」に強いられた雰囲気があり、世界を一挙に破滅

させる「最終戦争」のイメージとも繋がっていた。 

 彼らが生み出そうとする「物語」は、自分を「ひとりぼっち」と感じると

ころから始まることが多いが、家族や学校など特定の環境の中での疎外感と

いうより、もっと根源的な、そして性別も越えた、離人症的な感覚に近いも

のだったと朝倉は言う。1989 年の連続幼女誘拐殺人事件、1997 年の少年Ａ

の事件などにも祖父母の死の影響がみられ、オリジナルな生死にまつわる呪

術的行為や超越的ヴィジョンも含まれていた。そして、そうした「物語」を

生み出す道具となる言葉や論理を与えてくれるのは、サブカルチャーしかな

かった。浅羽通明の表現を使えば、「学校教育があらゆる知識をその有機的体

系からもぎとり、テスト・ペーパーの上に羅列並列したことにより、彼らは

考え語るための言葉―レトリックを喪失したのである」（22）。 

 オウム真理教は武器の研究や調達に熱心だったので、「国家転覆のクーデタ

ー」を計画していたとみなされた。しかし、朝倉は、「終末」という観念が彼

らを捉え「内乱」めいた事態を生じさせたようとしたことはあったにしても、

彼らにはそのような計画に必須のイデオロギー的ヴィジョンや、その援用に

よる国家の対象化の気配は全くない、つまり、「オウム真理教自体が、オカル

トから化学や軍事などへの成員それぞれのマニアックな関心を時代の風向き

のまにまに、ただ団子状態に固めてできた集団ではないか」と述べている（23）。
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オウム真理教事件には学問的な訓練を積んだ年長の若者がかなり関わってい

るが、彼らがその教義の宗教としての深さや真正さを問えなかったのは、マ

インド・コントロールのせいだけではないであろう。学校教育の効果という

側面についても考えてみる必要があるのではないだろうか。 

 オウム真理教事件から 20 年近くになろうとする今日、インターネットの

普及やコンピュータ技術の発展によって、私たちはこれまでとは異なる形の

「異界」を手に入れたかのように見える。そして、SNS などを媒介とする関

係が生身のそれと交錯するとき、最近のストーカー事件のように、殺人へ直

結してしまうことに驚く。だが、総じて現代では、経済的価値が最優先され、

若者が人材として値踏され、教育もまたそのために病んでおり、若者が傷つ

いた自己を癒すだけの想像力や思考力も損なわれたままである。確かに技術

が私たちの感受性や表現力を拡大するかに見える。しかしそれは本物ではな

い。本物でなければ、シュタイナーが言うように「無気力」に陥ったままな

のだ。想像力を働かせて借り物でない「物語」を紡げなければ、犯罪もまた

むき出しで短絡的な暴力となって表現されることになる。さらには、自分が

生きることを放棄した無差別な暴力、この世界への絶望を表現するだけのも

のとなるだろう。現実に対する絶望からの殺人にはヴィジョンのかけらも見

られないが、オウム真理教のヴィジョンも現実を踏まえたうえで練り上げら

れているとは思われない。シュタイナーは、現実に根ざしそれを乗り越える

ヴィジョンを持とうとした。そして、そのために、教育の土台に芸術的活動

を据えたのである。美的表現は現実（素材）と内的ヴィジョンとの対話の中

で生まれるからだ。 

「脱魔術化」ということが近代化の一般的傾向である。しかし、宗教文化

が担ってきたものをすべて捨て去ることができるのだろうか。またそうする

ことが良いことなのだろうか。人智学とは人類の宗教文化から何を引き継ぐ

べきかの研究であるといってもよいだろう。 
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これまで人智学に特有な概念の使用を避けてきたが、ここで、人智学的な

人間の記述について若干の考察をしておきたい。シュタイナーは自我と三つ

の体から人間の発達を記述する。なぜそうする必要があるのか以前から気に

なっていたのだが、本節で論じてきたような事柄とつき合わせてみると理解

しやすくなると思われる。 

シュタイナーは「自我」（再帰性をもつ意識）、「エーテル体」（生命体）、「ア

ストラル体」（魂体）、「肉体」（物質的体）から人間は成っているとする。肉

体以外は通常の意識では目に見えない「超感覚的」なものである。このよう

にわけて論じることで、以下の四つの点が明らかになるように思う。 

まず第一に、死のイメージを変え、受け入れやすくする点である。私たち

はふつう唯物論的に考えているので、肉体の死ですべてが終わるとする。し

かし、シュタイナーによれば、肉体の衰えという自然なプロセスは、自我に

よって保たれていた肉体、エーテル体、アストラル体の結びつきを解除させ

る。そして、肉体以外は、宇宙のそれぞれの根源へと帰っていく。死も、そ

こですべてが終わるのではなく、生命現象の一局面であるという風に、通常

の生命観を転換させるのである。 

老化や死を否定的にだけみる見方は現代では極めて強くなっている。それ

は、自然の一部として自分を受け入れることができなくなっているというこ

とでもある。それは、生命として備えている感受性や調整力が、現代の人工

的に保護された環境の中で弱まっているからである。創造的であることもそ

うして抑圧されているのだ。もし、生死を自分がその一部である宇宙的生命

の不可欠な過程として受け入ることができれば、社会的な成功などとは関係

なく、ありのままの自分の存在価値を認められるだろう。不安から自分を無

理に周囲に合わせるのではなく、思うままに生きることができるだろう。 

二つ目は、自己の生命の連続性に加えて、地上の他の生命体との繋がりの

イメージを豊かにできることである。それは厭世的になることから人を守る

であろう。 
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生物が進化するだけでなく、宇宙も進化するのがシュタイナーの世界観の

特徴であるが、それはプラトン的な一元論とも繋がっている。古代ギリシャ

はシュタイナー思想にとって欠かせない原点の一つだった。シュタイナーに

よれば、古代ギリシャ人はあるがままで自然と一体だった。四大元素である

地・水・火・風は、古代ギリシャではエーテル体の状態として受け取られた

とシュタイナーは言う（24）。また彼らは、植物だけでなく、宇宙にも目を向

け、月から土星にいたる星々の観察もした。そして次のように感じたと言う。 

この地上に立ち、植物に取り巻かれているとき、火、風、水の動きが私

を貫く。植物界には、火、風、水が作用している、その作用は、私の内部

でも律動している。本来、植物のすべての営みを、私は内部に担っている。

外なる植物界では、成長と衰微の繰り返しの中で、乾気と湿気が調和し、

冷気と熱気が働き合う。私のエーテル体も、そのような仕方で私の内部で

働いている。私は全世界を内に担っている。ただ外では長い時間をかけて

生じるものが、私の内では短いリズムに従っている（25）。 

植物が存在するところには、水、風、火、地が互いに浸透し合い、エーテル

の動きが立ち昇る。そうするとそれに応えて宇宙から、星々の作用が火、風、

水の中に外から輝きかけてくるのである。ちなみにエーテル体（生命体）の

エーテルとは日の光、多彩に輝く光であり、アストラル体のアスターとはも

ちろん夜に輝く星の謂いである。 

 三つ目は、人生の目的をそこから引き出せるということである。 

シュタイナーによれば、物質としての体とエーテル体はすべての生命にあ

り、動物はさらにアストラル体をもつ。人間はさらに自我（意識）を合わせ

もつ。したがって、人間には植物的な部分と動物的な部分と人間固有の部分

があることになる。アストラル体は地上的なものの外的知覚と感情などの内

的な知覚に関わるが、植物も季節の変化に合わせて生きることができる。つ

まり、つまり、それぞれの部分が、それぞれ質の異なる感受性・知性をもっ

ているのである。何に共振するかが異なっているのだ。人間を複数の体に分



20　シュタイナー教育の主題を考える

 

20 シュタイナー教育の主題を考える 

けることで、蝶などの変態のように生死を質的な非連続を含む連続として語

りやすくなるだけでなく、質の異なるそれらの感受性・知性（それは成長に

伴って順次現れてくる）を統合していくという課題を人間が負っている、と

いうことも論じやすくなる。シュタイナーからすれば、それが宇宙の進化の

前衛にいる人間という種の使命だということだが、「知・情・意の統合」とい

った全人教育の理念よりも、よりホーリステックでエコロジカルに、人間精

神を捉えることができる。そうした繋がりを、「愛」とシュタイナーは言い換

える。そうした精神の「修行」のために、人間は必要なら地球上に何度も生

まれてくる、と言う。 

最後に、体を三つに分けることは、芸術観の革新とも関わっている。それ

ぞれの部分が質の異なる芸術を生み出すのである。主にエーテル体と関わる

のがフォルメン（線描）で、主にアストラル体に関わる、言葉や音楽との一

体化をめざす（体を楽器とすると説明されもする）のがオイリュトミーであ

るが、思考（自我）が関わるのが概念芸術である。こうして、体を分けるこ

とで、私たちがまだ気付いていない自らの感受性への感度を増すことができ

るのである。シュタイナーの感覚論も、これらに対応させて、五感や共通感

覚を超えて多彩な感覚を取り上げている。 

シュタイナーが描き出すこうした世界と人間のイメージと対比してみると、

私たちがどれほど社会的な価値や関係の中に閉塞してしまっているかが見え

てくる。ここでは詳しく触れる余裕はないが、こうしたシュタイナーのヴィ

ジョンは、古代から中世にいたる世界の宗教思想や儀礼に関する知見、ゲー

テ、ニーチェ、ワグナーの思想、進化思想といった様々なものを素材として

練り上げられている。そしてそれは、シュタイナーの「存在への問い」に対

応する答えなのである。こうした問いを問い、答えを求めようとしたという

点で、また、それを教育のテーマとした点でも、シュタイナーは本節で取り

上げてきた若者達と決して無縁ではないのである。 
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おわりに 

 教育はその核心に宗教的信念がなければ成り立たないのではないか、と問

われたことがあった。洗練された宗教思想には深みを感じられるような人間

精神の在るべき姿が含まれているのだから、きっとそうであろう。そうした

目指すべきものがないと、教育は、人材育成か、シティズンシップ教育のイ

メージしか持てない。つまり、経済か政治の言葉だけで教育を語るしかない

ことになる。 

 だが、真にあるべき精神が何であるかを判断するに当たって、政府はもち

ろん、団体であれ個人であれ、誰かに従うことは危険である。美学に深く関

心を寄せたシュタイナーは、芸術的な活動に、そうした壁を突破する可能性

があることを見出したのであろう。シュタイナーの見るところでは、内なる

美的感覚に導かれながら、色、音、人間を含む生物、概念などに深く集中し、

全身を持って耳を傾け、相手と一つのものとなり、そこに何かがうみだされ

ていくプロセス自体が芸術の真髄なのである。なぜならそれは宇宙的な生成

の営みそのものだからである。芸術は、シュタイナーによれば、宗教的であ

ると同時に、個人の自由で活き活きとした精神の営みとなりうるのである。

シュタイナーは精神世界を「霊界」とも言ったが、子ども時代に幾何学に魅

せられたように、思想や学問も含めて、通常レベルの感覚を超えたものがそ

こに属している。私たちの営みのすべてに精神は浸透すべきはずのものであ

った。 

 学校ばかりでなく、農場、銀行、病院など、シュタイナー思想に導かれた

社会実践の裾野は広い。それらは、自然の営みとよく合致した、しかも人間

的な精神に相応しい共同性のあり方を私たちに示してくれている。そして、

シュタイナー教育はそれらの営みと一体となってこそ良く機能する。それは、

人類とその教育の未来への期待を抱かせるものである。そうしたものが身近

にないとしても、シュタイナーの言うような芸術的な活動は、その気になり

さえすれば、私たちにも手の届きうる範囲にあるように思われる。 



22　シュタイナー教育の主題を考える

 

22 シュタイナー教育の主題を考える 

注 

(1) 1923年から没年の 1925年まで『わが生涯の歩み』と題して、週刊『ダス・ゲー

テアヌム』に掲載された。西川隆範訳『シュタイナー自伝』上・下、アルテ、2008

年。 

(2) 『シュタイナー自伝』上、15頁。 

(3) 同書 17頁。 

(4) 同書 20頁。 

(5) 同書 19―20頁。 

(6) ルドルフ・シュタイナー『人間理解からの教育』(西川隆範訳) 、筑摩書房、1996

年、64頁。 

(7) シュタイナー『子どもの教育』(高橋厳訳) 、筑摩書房、2003年、47～50頁。ま

た、同書 117～8 頁には、「子どものことをよく知っている教育者は、9歳と 10歳

の間のいつか、特別熱心に、子どもがあることを必要とするようになるのを知っ

ています。子どもは主知主義的な疑問をもつのではありませんが、内的な不安を

抱えながら、子どもらしい仕方で、運命の問いのような何かをこころに抱くので

す。・・・『一体、生きることにどんな意味があるのか』―子どもは知的にではな

く、感情をもって、無意識的に、こう問いかけます」とある。 

(8) 同『十四歳からのシュタイナー教育』21－22頁。 

(9) 同書 25頁。 

(10) シュタイナー『人間理解からの教育』66頁。 

(11) 同「新しい美学の父ゲーテ」『芸術の贈りもの』(高橋厳訳) 、筑摩書房、2004

年、所収。 

(12) 『十四歳からのシュタイナー教育』(高橋厳訳) 筑摩書房、1997 年、129頁。 

(13) 同書 104頁。 

(14) 同書 130頁。 

(15) 同書 137頁。 

(16) 同書 177頁。 



23

駒澤大学教育学研究論集　第 30 号　2014 年 3 月駒澤大学教育学研究論集 第 30 号 2014 年 3 月 

 23 

(17) シュタイナー『教育の方法』(西川隆範訳) アルテ、2004年、55 頁。 

(18) F・シュバイツァー『子どもとの宗教対話 子どもの権利の視点から』(吉沢柳子

訳) 教文館、2008 年、30頁。 

(19) 同書 30～31頁。 

(20) シュタイナー『14歳からのシュタイナー教育』129‐130頁。 

(21) 朝倉喬司「オウム真理教という狂気」『少年 Aの犯罪プラスα』現代書館、1998

年、所収。 

(22) 同書 191頁。浅羽通明「オカルト雑誌を恐怖に震わせた謎の投稿少女たち！」(別

冊宝島 92『うわさの本』所収) からの引用。 

(23) 朝倉 前掲書、200頁。 

(24) シュタイナー『14歳からのシュタイナー教育』138頁。 

(25) 同書 152頁。 




