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「「宗教教育」に関するヒアリングの概要」について

小　山　一　乘

一　本稿のねらい
　昭和二十年の改革の半世紀を相対化する中央教育審議会基本問題部会におけ
る、「「宗教教育」に関するヒアリングの概要」すなわち、（1）上田閑照氏（京
都大学名誉教授・宗教哲学）の意見陳述の概要（中央教育審議会第十七回基本
問題部会、平成十四年十二月九日）、及び、（2）阿部美哉氏（國學院大学長・
宗教学）の意見陳述の概要（中央教育審議会第二十回基本問題部会、平成十四
年十二月十九日）において、二氏の提起する問題点・課題点の概要が公表され
た。本稿のねらいは、その概要について今学び管見を述べることにある。また
宗教教育に関する対日米国占領政策の潮流上の約半世紀の経緯を窺う資料とし
て国際法上真の終戦後の刊行『広辞苑』を概観することにある。

二　平成十四年から平成二十八年までの十五年間の教育課程改正事項
　周知の如く、昭和二十二年三月三十一日公布・施行の（旧）「教育基本法」
（全十一箇条）が、上記ヒアリングから四年後の、平成十八年十二月十五日、
新しい教育基本法が、第一六五回臨時国会において成立した。平成十八年十二
月二十二日に、全面改正の全十八箇条の教育基本法が公布・施行される。五十
九年ぶりである。さらに平成十九年六月二十七日に学校教育法の一部改正で、
幼稚園が学校教育法第一条の一番校として位置づけられ、「幼稚園は、義務教
育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな
成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とす
る」（学校教育法第二十二条）とした。また、小中学校の教育目標を、「義務教
育の目標」と括り、平成二十八年四月一日新設の「義務教育学校」の布石と
なった。義務教育学校とは、「小学校課程から中学校課程まで義務教育を一貫
して行う学校」である。学校教育法の改正により平成二十八年四月一日に新設
された学校教育制度で、端的にいえば、小中一貫校である。平成十九年の学校
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教育法一部改正は、大きな改正である。改正後、平成二十年三月に学習指導要
領改正の告示、更に文部科学省は平成二十七年三月二十七日に、学校教育法施
行規則第五十条、五十一条等関連法条項の一部改正、道徳を「特別の教科　道
徳」に “ 格上げ ” した。平成十四年から平成二十八年までは大きな教育改革が
展開し、二氏の意見陳述は時宜を得て重要である。

三　�真の終戦後 *1 の用語「宗教教育」の理解の変移―『広辞苑』の定義の変移―
　用語「宗教教育」の教授概念規定は一様ではないことは贅言を要さない。周
知の GHQ/SCAPの CIEのなかでも、厳格な政教分離論を採択する宗教課と、
他方、緩やかな導入論を採択する教育課との見解の差異がみられ、曖昧状態で、
担当者は帰国した。爾後の経緯は国民の教養の指標といわれる『広辞苑』で窺
えよう。
　第一版から第六版までの定義の推移は、確かに、真の終戦（昭和二十七年四
月二十八日）後の日本の戦後史上の宗教教育に関する社会通念を表象している
といえよう。
　刊行年次・版ごとに著しく異なる定義例が確認される。紙幅上各版の具体的
記述は割愛する。拙稿「類概念「宗教教育」・種概念「仏教教育」考」*2にお
いて、用語「宗教」と用語「宗教教育」とについて、鳥瞰し検討した。いま本
稿用にあらためてまとめる。
　第一版では、「児童青年の宗教性を陶冶する教育」と戦前を映す。また「宗
教上の知識、儀礼などに関する教養を与え」とし、客観的な知識・技能・態度
の基礎的教養の付与をその機能とすることを示す。「与え」とある。また議論
の喧しい「宗教的情操を涵養して」を論い、「宗教的人格を形成する」と示す。
陶冶と形成が術語としてみえるが、海後宗臣が提起する「教育の基本構造」
（陶冶・教化・形成）中の、用語「教化」はみえない *3。「知識、儀礼」が第二
版から第四版までは「知識や儀礼」となり、第五・六版では「教義や儀礼」と
記す。
　第二・三版での「宗教上の知識や儀礼などに関する教養を与え」の「与え」
が第四・五版では「育て」と変容している。戦後民主主義の教育思潮を忖度さ
れた表現と思量される。また「宗教に関する寛容の態度およびその地位の尊
重」が加筆されさらに「わが国の公立学校では特定の宗教のための宗教教育は
禁止」と示す。教育基本法の規定の立法者意思が顧慮されていると思量される。
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真の終戦（昭和二十七年四月二十八日）を経過した独立国家日本として、独立
国家日本を意識的に、「わが国」とし、ここから、「わが国」以外で、「特定の
宗教のための宗教教育」を禁止していない国があることが言外に示されている
ことの穿ちの余地を置いていることが推察できるようになっている。第四版以
降第六版では、文言「わが国」がみえない。
　第五版では「特定宗教の教義や儀礼などに関する教養を育て､ その宗教に対
する積極的関心を養う教育」と示す。注目すべき規定である。宗教教育とは
「特定宗教」を意味する事を示している。敢えて言えば、宗派信仰教育を意味
する用語法である。広義の意味ではない。宗教教育に否定的な論者は、いわゆ
る宗教教育とは、特定宗教と規定するこの定義に依拠して、いわゆる国公立学
校における宗教教育は禁止されるべきであるという結論を強く導く。宗教否定
論者には、都合のよい定義となっている。
　第六版では、「特定宗教の教義や儀礼などに関する教養や積極的関心を培う
教育」と示して、「ないしは、宗教に関する教養や宗教的情操を培う教育」を
加筆する。一方で「特定宗教」といい、他方で「宗教に関する」という。
　第六版は、五十九年ぶりの全面改正の教育基本法の第十五条規定（平成十八
年十二月二十二日公布・施行）後の刊行で、戦後相対化後の版である。用語
「宗教教育」の教授概念の吟味が広範に求められる時宜だが、宗教教育の教授
概念に関する厳密な検討作業の有無が不詳である。第五版・第六版では、用語
「宗教教育」は、用語「特定宗教」つまり「宗派教育」の義での規定である。
五つの教授概念（宗教一般知識教育、宗教的情操教育、宗派信仰教育、対宗教
安全教育、宗教的寛容教育）が不詳である。

四　�中央教育審議会　基本問題部会における「宗教教育」に関するヒアリング
の概要

　概要の文章を罫線枠内に摘記し筆者としてのコメントを、枠外の→以下で記
していく。なお質疑の文章は紙幅上割愛した。

（1）上田閑照氏（京都大学名誉教授・宗教哲学）の意見陳述の概要

・本日は、教育とは何か、人間として生きるとはどういうことか、宗教に
関する教育についてどのように考えているかについて意見を陳述したい。
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→キーワードが明解となっている。「宗教に関する教育」という言為は根の深
い措定である。想起するのは改正教育基本法の文言「宗教に関する寛容の態度、
宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重さ
れなければならない。」（第十五条一項、下線筆者）であり、下線箇所は、旧教
育基本法九条にはなく新規に追加された文言である。国公私立の全ての学校に
悉皆的に適用される規範的言明である。

・人間が人間であるためには教育という営み、つまり、人間として養い、
育てられる必要があるし、人間として学ばなければならない。それを欠く
と、人間的であるとは言えなくなる。

→人間であるためには教育すなわち、「養い、育てられる必要があるし」とみ
え教育（者）の営みの側面を指摘する。また「人間として学ばなければならな
い」とみえ学習（者）の営みの側面を指摘する。教育と学習との二項概念を示
す。「植物は栽培によって成り、人間は教育によって成る（Plants are fashioned by 

cultivation, men are fashioned by education.）」（ルソー『エミール』）の命題は周
知事である。植物の栽培の原理と、人間の教育の原理とを比喩した嚆矢である。
「人間は教育によってのみ人間となる。 Man can only become man by education. 

(On Education ; p.6)」というカント（Immanuel Kant）の命題が想起される *4。

・人間は生まれる前からあらゆるものの影響の下に成長する。人間は様々
なものの影響を受けて成長するという独特の営みをするが、その段階から
どんな人間にならねばならないかについても考えられることが必要。

→深い洞察であり想起することがある。人間は、受胎してから「胎児の成長は
進化の過程」、「個体発生は形態発生を繰り返す」といわれる。また、生物の進
化は、「原始魚類→古代魚類→両生類→爬虫類→哺乳類」という過程で、現在
の哺乳類に至るといわれる。つまり、胎児は、受精後約三十日で魚類になり、
そののち、両生類になり手足が生まれ、爬虫類、哺乳類と変化するといわれる。
脳科学は胎児期間の胎教の重要性に注目する。胎教の重要性は、江戸期は注目
されていたが、明治維新以降、西洋医学の隆盛にともない、評価は低下し、昭
和二十年の改革当時は、まさに前近代的な思潮として否定的批判に晒され、い
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わゆる戦前否定の大方の潮流にのって、排除的に取り扱われてきた。しかし、
近年、イタリアや日本国内の先端科学研究所の実施した胎児の言語習得に関す
る脳科学研究は、胎教の重要性を浮き彫りにした。生後二日乃至三日の新生児
の脳に対する非侵襲的測定で脳内の血流反応を測定する方法で、母親の声を、
テープで聞かせた際の研究がある。順回転で聞かせても、逆回転で聞かせても、
プラスの反応が見られるという。しかし、何も聞かせない場合は無反応だとい
う。言語習得は、生後経験的に獲得していくという従来の常識に疑問が提起さ
れた。胎児段階から言語習得が開始しているのではないかという証拠が出た。
これは、いわゆる宗教教育や仏教教育が久しく認識していた胎教論の成立が明
白になったということである。加えてあらためてデューイ（J.Dewey）の ‘the 

religious’*5概念を筆者は想起する。

・人間の意識には「我」がある。それは人の優位性を示すとともに、人間
が自分勝手という方向に流れる可能性をはらむものである。その勝手をど
のように制御できるか。それができて初めて、自由な自立性が成立しうる。

→「我」「優位性」「自分勝手」を「制御」できて「自由な自立性」が成立する
と示す。

・現代は、生きるのが難しい条件がある。それは人間自身が作ったものだ
が、生活文明そのものが非人間的な性格をもつからである。例えばセロ
テープの発達は「破る」文化を定着させたし、電車に乗ってウォークマン
で耳をふさぐことは周囲への配慮の欠如を招いた。そういうふうに人が育
てられてしまう環境が整っている。どう対処すべきかしっかり考えて教育
に取り組まないといけない。

→「人間自身が作ったものだが、生活文明そのものが非人間的な性格をもつ」
という自己矛盾的皮肉をと示す。「電車に乗ってウォークマンで耳をふさぐこ
とは周囲への配慮の欠如を招いた」と昨今の世相の非人間的側面を浮き彫りに
する。ヒアリングの歳月から十四年経た昨今では、巷間、音（聴覚）と画像
（視覚）との両面のスマホによる被害事象は深刻である。「生きるのが難しい条
件」にさらされていると指摘する。
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・母親による子殺しの事件が珍しくなくなりつつあるのは、腹を痛めて産
んだから自ずと愛情が湧くというものではなくなっていることを示してい
る。共通した母親像をはぐくみ、それを自らも共有するという営みがない
と、これまで自然に思えていたことももはや自然なことではなくなってし
まう。

→近年の傾向として、産婦人科医等の医療者側の都合または母体・胎児の状況
から、自然分娩（経腟分娩）という時間をかけた分娩方法ではなく、帝王切開
術が採択されることがある。経膣分娩を経ない場合、母親（母性）の意識形成
に何等かの影響があるのかとの問いも払拭出来ないとされる。医療現場の問題
と、家庭教育現場の問題とが指摘される。家庭の教育力に問題があるといわれ、
とくに、核家族世帯の場合、育児方法の伝承文化に触れることが無く、育児ノ
イローゼになる母親も少なくない。このようなことを踏まえた指摘は、改正教
育基本法第十条（家庭教育）の立法者意思の背景に底流する。

・人間であることがすなわち人間的であることではなくなっているが、
「こうあるべき」という像がはっきりしていないと、教育の実践ができない。

→ゾルレン（sollen）の世界をはっきりさせなければならない。戦後教育の中
では、とかくスズメの学校型教師像、注入主義・教師中心主義の教育が否定的
に扱われてきたことの問題性を示す。規範的言明で「こうあるべき」と方向性
をと示すことが罪悪でさえあるように考えられてきた戦後思潮傾向の問題点の
指摘と解される。

・人間として本当に生きるとはどういうことか考えることが重要。自分が
「本当に生きる」ことを強調するのは、人間とはおかしくなりがちで、多
くは歪んだ姿になって初めて、自分のあるべき姿に目覚めるものだからで
ある。

→「人間として本当に生きるとはどういうことかを考えること」が重要だと示
す。機能論的に考えてきた思潮への問題点指摘と解せられる。学校教育の方向
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性を論じる際に「教育は、理屈ではない、理論より、現場実践だ、実践だ」と
喧しく久しく論じられてきた。日常、自明裡に汎用している用語「本当」の意
味への意識的対象化が喚起される。『広辞苑』（第六版）によれば「あるべき姿
であること。」と示している。「あるべき姿であること」との定義は看過しては
ならない。規範的言明で行動規範が示され規範的行動が指示される。道徳教育
での規範論の根柢的問題を指摘している。

・人間を特徴付けるのは、「直立すること」と「言葉を使う」ことである。
言葉については、相互の意思伝達だけならば動物も行っていることが研
究で明らかになっているが、「我」という概念は人しか使うことができない。

→「我」という概念は人しか使うことができないという。仏教での「我慢」を
想起する。

・人間は、直立することで自由になった手を使って採集し、加工し、文明
を構築してきた。これは従来、人間の最も優れた在り方だったが、手が道
具になり、機械になる中で、20世紀後半には人間自らの「必要」という
ところを超え、「できること」を探求するようになってきている。

→手が道具になり、機械になる中で、「必要」を超えて「できること」を探求
するようになってきた。知足論ともなる。

・直立することは同時に、自分より高いものへのセンス、自分を支えるも
のへのセンスをはぐくみ、ひいては自分の力を超越するもの、大地への畏
敬のセンスをはぐくむことにつながっていく。言うなれば、これは宗教的
なバックボーンである。しかし、現在、人間は自分の周囲のものを何でも
構築できるようになっていて、それが畏怖の念の喪失を招いている。

→「現在、人間は自分の周囲のものを何でも構築できるようになっていて、そ
れが畏怖の念の喪失を招いている。」とみえる。畏怖の原義傾注が示される。
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・人間として生きることにはいくつかの段階がある。それは、「人生」「歴
史的社会的生」「境涯」である。このうち「境涯」とは、人間の生死全体
を含めて、どのような受け止め方をしながら生きていくかに関わることで
ある。最近はこれに加え、自然環境の破壊が進んでいることから、その視
点も大事である。従って、「境涯」の前に「生命」というものを置きたい。
「生命」は人間が生きるための基盤であり、「生」すなわち「人生」や「生
活（歴史的社会的生）」を含むものが定義されると考えている。

→生きることに「人生」「歴史的社会的生」「境涯」なる段階を措定するが、自
然環境破壊状態の近況を鑑み、境涯の前に「生命」を措定することを示す。

・「人生」と「生活」は人間として生きていく上でいちばんの手がかりに
なるが、両者には質的な違いがある。すなわち、「生活」は質的に豊かで
あることが必要だが、「人生」はたとえ金銭的に貧しくてもいいかまわな
いと率直に述べられる側面があり、極端にいうと、「衣食住は三悪道」と
さえ捉えられる。

→用語「人生」と「生活」との質的違いを指摘する。けだし異口同音に、人生
とは不可解との論いを見る。華厳の滝に投身自殺（一九〇三年（明治三十六）
五月二十二日）した藤村操は人生を思って、死の直前の「巌頭感」に「不可
解」と楢の大木に刻んだ。藤村操は夏目漱石門下生で、死の前に漱石から叱ら
れている。漱石は、その藤村の死の悲劇を、のち、心にかけたとされる。藤村
操の妹（恭子）は、安倍能成に嫁ぐ。安倍と藤村は、同じ夏目漱石門下生。安
倍は、操の自死の前に操の実父が自死しており父子の重なる悲劇の渦中にある
藤村家を何かと支えた。周知の如く安倍は哲学者。学習院院長歴任。また戦後
の新生日本建設の重責を担う文部大臣を歴任する。学友に岩波茂雄等が居並ぶ。
本稿のヒアリングが相対化する戦後教育改革潮流の起点に関与したのが安倍能
成である。上田は、「人生」は金銭的貧困を気にしないものであり「衣食住は
三悪道」と示す。
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・「命」という問題は、「死」の問題に触れて初めて実感できるものである。
ここまで挙げてきた「生命」と「生」と「命」の連関の中で生きることこ
そが、「人間として生きる」ということに他ならない。しかし、今、生活
が非常に肥大しており、人生を圧迫している状況にある。

→「「生命」と「生」と「命」の連関の中で生きる」ことが「人間として生き
る」ということ。」であるという。生活の肥大が人生を圧迫しているという。
筆者には、ひらがなでの用語「いのち」の言及が欲しい。

・世界には厳しい暮らしを強いられる人も多くおり、様々な争いも苛烈を
極めているが、彼らを助けようとする活動の多くが、けっきょくは自分た
ちのためのものになっているという現状がある。

→「助けようとする活動の多くが、けっきょくは自分たちのためのものになっ
ているという現状になっている」とは厳しい。「情けは人の為ならず」の真意
との比較が要る。

・問題は、いかに自我を抑制するかということ、そして、どこまでも破壊
が進みかねない事態に対してどれだけチェックを働かせるかであり、これ
らの問題をどこかではっきり認識し、正しく対応する必要がある。

→「自我を抑制」と「どこまでも破壊が進みかねない事態」へのチェックの作
動とその認識と歪みのない対応の必要性を指摘する。

・宗教を考えるに当たっては、歴史的現実としての既成宗教から出発する
のではなく、人間の真実とは何かから出発することが必要。人間としての
在り方の中に、宗教を生み出す所以のようなものがある。ものを大切にし、
人に親切にするということで、人間の在り方の真実は言い尽くされている
と考える。逆に、それらの感情がなくなったときに人間はどうなるかとい
う認識が切実になれば、それで十分だとも言えると思う。

→「宗教を考えるに当たっては、歴史的現実としての既成宗教から出発するの
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ではなく、人間の真実とは何かから出発することが必要」といい「人間として
の在り方の中に、宗教を生み出す所以のようなものがある。」との指摘は、人
類が宗教という事象を生起せしめた原型・元型・原初に照射がなされていると
思われる。極めて重要な指摘と思う。

・今、既成宗教も問題に直面している。各宗教とも、自らの信じるものの
相対化ができないため、自らの世界観の中では絶対であるはずの宗教が他
の人にとっては最良ではない場合に、衝突を引き起こしてしまう。

→「既成宗教も問題に直面している。各宗教とも、自らの信じるものの相対化
ができない」と非常に厳しい。宗教間の対話が困難になっている事態の悲劇を
指摘する。寛容という知恵が要る。

・宗教どうしの出会いは、宗教の発展そのものが招くのではなく、宗教と
は直接に関係のないはずの科学技術の発達等により起こる。このことも大
きな問題。

→「宗教どうしの出会いは、……宗教とは直接に関係のないはずの科学技術の
発達等により起こる。」とみえる。宗教と科学が生起する原初論が派生しよう。

・本当に人として生きるとは何か。そのことを自覚し直すことが必要であ
る。ものを大切に、人に親切にということを、どうやって実現していくか、
それを考え、感じることが大切である。

→「本当に人として生きるとは何か」の自覚、「ものを大切に、人に親切に」
の実現の具体的な方策化を考え感じることを論う。

・漱石の言葉に「自己本位」すなわち自立ということと、「則天去私」と
いうものがあるが、この両方が結び付く在り方が本当の人間の在り方であ
る。また、「死は生より尊い」ことを分かって生きることで生き方が変わ
り、それを通じて他者やものとの関わりも変わっていくと考える。
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→「自己本位」・自立と「則天去私」の両方が結び付く在り方が本当の人間の
在り方。「「死は生より尊い」ことを分かって生きること」と示す。「死は生よ
り尊い」を分かって生きることで生き方が変わり、他者やものとの関わりも変
わると示す。

・宗教は猛烈な危険性をはらむものである。それは、宗教そのものが危険
というのではなく、人間の持つ危険性が宗教によって現れてくるからであ
る。宗教とは本来目に見えないものとの関わりが基礎にあるが、信仰上の
必要に迫られてそれを可視化する必要が生じることがある。そのことによ
り強い思いこみが発生し、人間を縛る可能性があるためである。大切なの
は「本当に人間として生きる」とはどういうことかを具体的に、深く問題
にし、自覚することである。

→「宗教そのものが危険というのではなく、人間の持つ危険性が宗教によって
現れてくる」、「宗教とは本来目に見えないものとの関わりが基礎にあるが、信
仰上の必要に迫られてそれを可視化する必要が生じることがある」と示す。厳
しい。可視化が人間を縛る可能性があると示す。けだし偶像賛否論が絡む。

・宗教と教育について、両者には結びつきがあるが、両者を結ぶには難し
いことも多い。アプローチとしては、歴史的な既成宗教についての十分な
知識を与えることがまず必要だ。それを学ぶ場としては家庭科でも地理で
も歴史でもいいと考えるが、それはいずれにせよ「宗教教育」とは言い難
いのではないか。なぜなら、宗教教育とは人間の真実、すなわち、人はど
う生き、どう死ぬべきかであるかについて教えることであると考えるからだ。

→「宗教と教育について、両者には結びつきがあるが、両者を結ぶには難しい
ことも多い。アプローチとしては、歴史的な既成宗教についての十分な知識を
与えることがまず必要だ。」「家庭科でも地理でも歴史でもいい」がそれでは
「宗教教育」とは言い難いと。上田氏の用語「宗教教育」論の一端が垣間見ら
れる。禅での日常の作務の捕捉問題ともなる。「宗教教育とは人間の真実、す
なわち、人はどう生き、どう死ぬべきかであるかについて教えることであると
考える」と示し、宗教一般知識教育の限界を示唆する。上田氏の宗教教育の教
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授概念が示唆されている。

・宗教教育と従来の道徳には近いものもあるが質の違いがあると考える。
道徳とは、自分で自分の人格を改めていくことを通じて、本当の人間にな
れるという営みをさす。課せられた義務を果たせるか果たせないかという
分け方が基本にあり、そこでは自分の力というものが信じられている世界
である。それゆえ、いずれ自分の力の限界という壁に突き当たらざるを得
ないものである。一方、宗教の世界では生きていることそのものを根本悪
ととらえ、自分が生きるとはどういうことかについて、もっと深いところ
から問題にするものである。

→「宗教教育と従来の道徳には近いものもあるが質の違いがあると考える。」
と示す。両者に論いの深度の差異をみていると思われる。

・よって、道徳教育とは別個に宗教に関する教育が考えられねばならな
いが、「宗教」を表に出すことにも問題が多い。みんなが同様に宗教的情
操に納得するとは限らないし、宗教の多様性、すなわち複数の宗派の存
在も難しい問題を惹起するものであるからだ。

→「道徳教育とは別個に宗教に関する教育が考えられねばならない」と示す。
周知事項である。宗教的情操の成立基盤における宗派性問題を提起している。
重要である。

・宗教教育においては、人間の経験の中で与えられる人間としての真実を
はっきり伝達することが必要だが、その営みはそれを教える人（＝現場の
教員）自身の人間性が問われる話である。一方で、それを教わる生徒は、
社会に存在するあらゆる条件から影響を受けるため、そういう教育が届か
ないこともあり得る。家庭教育から始めて、長いスパンで考えることが必
要な問題である。

→宗教教育は「家庭教育から始めて、長いスパンで考えることが必要」と示す。
学校教育における教授者と学習者との関係性における限界性を指摘する。I.シェフ
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ラー（Scheffler, Israel）がその著『教育のことば　　その哲学的分析（The 

Language of Education）』が指摘する規範的言明での場合と、事実的言明での場
合とに分けて、学習の評価を分析することが要請されよう。同書では宗教教育
の場合の分析は読者に委ねている *6。筆者は、具体例で分析を試みた *7。

（2）阿部美哉氏（國學院大学長・宗教学）の意見陳述の概要

・今日は、1宗教教育の状況、2教育基本法九条についての私見、3国公立、
私立学校での宗教的情操教育についてどう考えるか、4宗教界や外国から
この問題を見た場合にどうか、について話をしたい。

→宗教と法政と教育とに詳しい阿部氏の観点が端的に示される。阿部氏から直
接聞いた事象を想起する。つまり、来日した宣教師が、宗教年鑑で日本人の信
者統計の数字をみて、日本人の人口よりも信者数が多いという統計数字に疑念
を懐き、統計の取り方に過誤ががあると主張し、事情説明を求められること頻
りの経験を持つという阿部氏である。阿部氏は日本人の信仰構造の重層構造を
理解しなければ、日本での布教活動は不可能だと回答した由である。日本人の
信仰生活の重層構造現象の認識問題である。

・1（宗教教育の状況）について。
　国公立学校での宗教教育の現状として、小学校・中学校の学習指導要領
の「道徳」において、自然や崇高なものへの関わりの教育について書いて
ある。中学校では、更に、畏敬の念を高めることが書いてあり、加えて中
学校の「心のノート」にも礼儀やかけがえのない命について書いてある。

→小学校・中学校の学習指導要領の「道徳」において、自然や崇高なものへの
関わり、中学校では、更に、畏敬の念を高めること、加えて中学校の「心の
ノート」にも礼儀やかけがえのない命について書いてある、と示す。
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・道徳や畏敬の念は、宗教の根幹である。ドイツの神学者オットーによ
ると、宗教のもっとも基本のところの要素であり全ての宗教に共通する
ものは、畏れや畏敬の念である。自然や崇高なものとの関わり、畏敬の
念は、道徳面からも大きいものだが、宗教の根源でもあり、また逆に宗
教抜きでは論じがたい面がある。つまり、道徳と宗教の関係は切っても
切れない要素がある。

→道徳と宗教とは密接不離と示す。オットーに傾注し、畏れ畏敬の念は道徳や
宗教の根源と示す。用語 religionの語義に注意がいく。

・ただし、いわゆる政教分離でいうところの宗教と、人間の本質としての
宗教は違うと思う。宗教の本質にある畏敬の念や崇高なものと道徳とは切
り離せない関係にあることが既に認知されている、という意味において、
宗教に「関する」教育は現になされている。中間報告においても、宗教に
関する教育について、実存に関わる重要なものであるとか、異文化理解の
観点であるとか、諸外国で行われている宗教に関する教育を参考にすべき
である、という意見が挙げられており、宗教のとらえ方にもよるが、宗教
というものを教えないで教育はありえないというのが現実のところである。
なぜならば、実存的なものを抜きにしていかに人間が大事かと言っても論
じられるものではなく、小さい頃からじっくりと教え、身につけることが
大事である。また、異文化理解の際にも、宗教を抜きにすることはできな
い。

→「いわゆる政教分離でいうところの宗教と、人間の本質としての宗教は違
う。」と示し、宗教に「関する」教育は現になされている。宗教というものを
教えないで教育はありえないというのが現実。異文化理解の際にも、宗教を抜
きにはできないと示す。
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・「宗教」を捉える際の重要なポイントとして、それが翻訳語であるため
に、「教え」に気をとられがちだが、実際に社会に定着しているのは「教
え」を支える儀礼や神話である。特に宗教に関わる儀礼は、それぞれの文
化を構成する重要なものであり、儀礼が誤っていれば異文化交流も不可能
である。その儀礼が社会生活に浸透し、日常生活の秩序の出発点になって
いる。日本では、「おはよう」から「おやすみ」までの一日、また新年、
植え付け、虫除け、収穫、年終わり、などの一年の中に儀礼があり、その
在り方を知ることなくして我々の生活は成り立たない。そういうことを考
えるとき、異文化理解のために各国の宗教に関する知識を押さえることは
重要である。

→社会生活に浸透している儀礼が、日常生活の秩序の出発点になっていると示
す。異文化理解のために各国の「宗教に関する知識を押さえること」が重要と
示す。この指摘は改正教育基本法第十五条規定に反映していると推察される。

・日本の政教分離規定のベースとなった厳格な政教分離原則を持つアメリ
カにおいても、小中学校から宗教に関する知識の教育は熱心に行われてい
る。特に一九六三年以降、最高裁判例によって、「宗派教育」と宗教に関
する知識の教育は大きく変化している。要は、多くの異民族が住む中で信
教の自由を守り、政教分離を守るためには、宗教に関する知識は学校教育
においてしっかり教育すべきということになっている。州立大学にも宗教
学の講座が設けられており、そこで教育を受けた人がさらに教師として小
中学校で教えている。例えば、ボストン・カレッジの施設である、教科書
などを集めたリソースセンターでは、各国の各宗教に関する資料を集積し
ている

→「厳格な政教分離原則を持つアメリカにおいても、小中学校から宗教に関す
る知識の教育は熱心に行われている」、「州立大学にも宗教学の講座が設けられ
ており、そこで教育を受けた人がさらに教師として小中学校で教えている」。
「各国の各宗教に関する資料を集積している」と示し、教員養成上の課題を示
す。曾て教育刷新委員会の第十三特別委員会（宗教教育部門、主査　羽渓了
諦）が教員養成上のカリキュラムで、宗教学を必修科目とする旨を建議したが、
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不徹底に終始した戦後史の憾みが払拭出来ない。そのツケが現今に出た。

・そのように、宗教についての教育が全人的な教育の中で必要なものであ
るとすれば、日本の学習指導要領の「道徳」の中で採り上げている事柄は
かなり抽象的である。公民生活の基盤としての宗教が各文化の中にあるこ
と（宗教に伴う生活習慣）についての知識は、教育基本法や憲法の枠内で
ももっと工夫して教えられるのではないか。

→「公民生活の基盤としての宗教が各文化の中にあること（宗教に伴う生活習
慣）についての知識」教授は、現行教育基本法や憲法の枠内でも工夫の余地が
あると示す。筆者はこの余地を支える理論がシェフラーの教授概念論だと思う。

・2（教育基本法第九条に関する私見）について。
　中間報告では、第二項が第一項の趣旨を没却しているので第二項を適切
な表現にすべきとの意見、またそれに対し、第二項は現行が適切であると
いう意見もあり、意見集約されていない。これは、現行基本法九条の一項、
二項の関係がうまくつながっていないのが大きな原因であろう。とかく宗
教界の人間は「宗教平和」ということを言うが、宗教の基本は、自分たち
とそれ以外を区別することである。キリスト教では異端を審判し、ユダヤ
教の教義の基本は神と選ばれた民であるイスラエルとの契約であり、神道
でも国を治めるべしとの神の命令から神話や国造りが始まっている。基本
法第一項の「寛容の態度」が必要なのは、もともと他宗教に寛容ではない
から。公立学校には色々な人がいるので、特定の宗教を教えることができ
ないのは当然である。そのときに、宗教は自分たちとそれ以外を区別する
ものなのだという原点を抜きにしてしまうと、第一項と第二項がばらばら
になってしまうので、これをどこでつなぐかが重要。

→「基本法第一項の「寛容の態度」が必要なのは、もともと他宗教に寛容では
ないから。」との指摘は極めて重要である。「とかく宗教界の人間は「宗教平
和」ということを言うが、宗教の基本は、自分たちとそれ以外を区別すること
である。」、「宗教は自分たちとそれ以外を区別するものなのだという原点を抜
きにしてしまうと、第１項と第２項がばらばらになってしまうので、これをど
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こでつなぐかが重要。」と示す。ここは極めて、重要な指摘である。宗教の厳
しさが指摘されていることとなる。安全装置「寛容」への傾注を説く。

・そこでまた問題になるのは、神話と儀礼の相補関係。それぞれの宗教に
は創造神話と儀礼の相補関係があるという認識に立つと、表現とは別に、
事柄としてどういう形でつながり得るかという問題整理が大切である。あ
えて言えば、問題になるのは、神話と儀礼の相補関係。それぞれの宗教に
は創造神話と儀礼の相補関係があるという認識なのであろう。

→「問題になるのは、神話と儀礼の相補関係。」、「それぞれの宗教には創造神
話と儀礼の相補関係があるという認識なのであろう」と。公民生活との関連上
重要な指摘である。儀式との差異を考えての宗教教育定義論が示唆される。

・ついでながら、呪術と宗教を科学に対するものとして同一視する見方に
ついてであるが、科学も宗教の所産である。また、呪術と宗教の関係につ
いては、社会学者であるデュルケムによれば、呪術は個人の利益が目的で
あるのに対し、宗教は集団の団結、集合意識を代表するものである。この
点で、宗教は個人のレベルに押し込まれるものではなく、公的な次元を含
み、公的な存在を合理化するものである。宗教と呪術の同一視は望ましく
なく、科学との三角関係としてとらえるべきである。

→「呪術と宗教を科学に対するものとして同一視する見方についてであるが、
科学も宗教の所産」との示は重要であると思う。「呪術と宗教の関係について
は、社会学者であるデュルケムによれば、呪術は個人の利益が目的であるのに
対し、宗教は集団の団結、集合意識を代表するものである」、「宗教は個人のレ
ベルに押し込まれるものではなく、公的な次元を含み、公的な存在を合理化す
るもの」、「宗教と呪術の同一視は望ましくなく、科学との三角関係としてとら
えるべき」と示す。科学的思惟と宗教的思惟とは、根柢は同一と筆者は思う。
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・基本法一項、二項の関係については、切り離して考えてどちらかを強化
するのではなく、今のあるがままで、これをいかにつなげるかの視点が大
事である。

→法的思考と宗教的思考との止揚が考えられていると思う。寛容論が要る。

・3（国公立、私立学校での宗教的情操教育についての見解）について。
　国公立学校での宗教的情操教育については、戦後長い論争の歴史があり、
日本宗教学会でも研究班をつくって意見をとりまとめたことがある。「宗
教的情操」が言葉として多義的であるところに問題がある。宗教的情操は、
単純に心や思想の問題というわけにはいかない。それを社会生活の上での
規範を支えるものとしてとらえる見方もある一方、そんな薄っぺらなもの
ではなく、信仰を重ね修行を積んで悟ることを通じなければ分からない厳
しいものとの見方もある。

→「「宗教的情操」が言葉として多義的であるところに問題がある。宗教的情
操は、単純に心や思想の問題というわけにはいかない。」、「社会生活の上での
規範を支えるものとしてとらえる見方もある一方、そんな薄っぺらなものでは
なく、信仰を重ね修行を積んで悟ることを通じなければ分からない厳しいもの
との見方も」あると示す。智と道心との相関論を想起する。

・学校教育の中で宗教的情操教育を行う場合、まず宗教的情操教育の概念
整理が必要。しかし、今のところ整理は困難であり、限定的に条件を付け
て、「学校教育の下ではこういう考えに基づき、この範囲において行う」
などとして使わないと難しい。

→「宗教的情操教育の概念整理が必要」と示す。筆者は、阿部氏にこそ、概念
整理をして欲しいと切に思うところであった。まず情操の成立基盤論が要る。
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・一方で、私学については、学教法施行規則（二十四条二項）において、
「宗教をもって前項の道徳に代えることができる」とある。いろいろな人
が集まる公立学校で宗教教育をすることは押しつけになり、信教の自由に
反するが、決まった宗門の生徒が集まる私学では、宗教が道徳教育に当た
るとの認識は正しい。つまり論理として、学校教育法で公立学校と並べて
私立学校を認め、さらに私立では宗教教育を道徳教育に代えることができ
るとしているのであれば、道徳と宗教の相互補完的な関係を認定している
と言わざるを得ず、別物と言い切ることはできない。

→周知の問題・課題である。学教法施行規則（二十四条二項）において、「宗
教をもって前項の道徳に代えることができる」との規定は「道徳と宗教の相互
補完的な関係を認定していると言わざるを得ず、別物と言い切ることはできな
い」と示す。宗教と道徳との集合関係（包含関係）の論理的整理に関して筆者
は折に触れ発表してきた。

・国公立学校では特定の宗教の知識教育まで避けてしまうことの問題は二
つある。まず、知識教育を避けることが一種の特定宗教とも言うべき「宗
教否定の教育」になってしまう。また、宗教は教養の一部として必要なも
のである。どの宗教圏においても、外国の知識人の話には必ず宗教の話が
出るが、日本人には宗教に関する知識が欠落している人が多い。

→宗教は教養の一部として必要なものである。「日本人には宗教に関する知識
が欠落している人が多い。」という指摘は国際理解上重要である。

・最後に、宗教界における基本法一項、二項についての反応であるが、根
拠は薄いが印象として申し上げる。
・一項をもっとしっかりと書くべきとの意見の人が多いのは確かであり、
例えば神道政治連盟などは、宗教的情操教育の名の下に一項を強化するの
が望ましいと考えている。反対に、それは危険である、戦前日本への逆流
であると考える人もおり、それは主に新しい宗教の人たち、あるいは戦中
に弾圧を受けた共通体験を持つ団体である。例えば、創価学会や立正校

ママ

正
ママ

会などは、一項の強化にはきわめて慎重だろう。
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→「神道政治連盟などは」「教育基本法一項をもっとしっかりと書くべきとの
意見の人が多いのは確か」だが、「反対に、それは危険である、戦前日本への
逆流であると考える人もおり、新しい宗教の人たち」や「あるいは戦中に弾圧
を受けた共通体験を持つ団体である。例えば、創価学会や立正校

ママ

正
ママ

会などは」
「一項の強化にはきわめて慎重だろう」と示す。ここにいう「強化」への賛否
両論の立場を、相対化して、宗教の発生する根源への傾注を考えさせられる示
だと筆者は考える。

・二項については、第一項の強化を主張する人の中にはもっと緩めていい
と思う人もいるかもしれないが、大勢においては、新宗教も伝統的宗教も、
憲法の規定もあり、ほぼこの程度の規定が必要であると認識しているよう
に思う。

→「大勢においては、新宗教も伝統的宗教も、憲法の規定もあり、ほぼこの程
度の規定が必要であると認識している」と示す。

・基本法第九条の改正については宗教界にはいろいろな考えや反応がある
だろう。結論を言えば、宗教的情操の教育は家庭や宗教団体に任せて、学
校教育（特に公立学校）では、客観的な立場から、世界の諸宗教の神話、
儀礼、教えの骨格、国際的な紛争の基本的な原因の宗教との関連、カルト
事件などの社会不安に関連する問題などについての知識を与えることが大
事だと思う。フランスではカルト団体のリストを国会でつくり、カルト問
題を教育するための公益団体に公費補助を行っている。ベルギーも同様で
ある。アメリカでは、カルト問題に対して政治家がいろいろと活動をして
いる。このような、宗教に関する基本的な知識を欠いた場合にいろいろな
問題が起こりうるという諸外国の認識は、学校教育の中に宗教に関する知
識が必要であるということを訴えている。そうなると、感覚よりも知識の
問題であるので、必ずしも宗教教育ではなく、歴史教育や社会科で教える
こともあり得よう。

→教育基本法九条改正論について「結論を言えば、宗教的情操の教育は家庭や
宗教団体に任せて、学校教育（特に公立学校）では、客観的な立場から、世界
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の諸宗教の神話、儀礼、教えの骨格、国際的な紛争の基本的な原因の宗教との
関連、カルト事件などの社会不安に関連する問題などについての知識を与える
ことが大事だと思う。」と示す。

・最後に、道徳教育で取り扱う畏敬の念の教育は宗教の根幹であり、世界
の宗教の基幹でもある。この畏敬の念について各宗教がいかなる表現形態
をとっているかについて教育することは極めて大切である。

→「道徳教育で取り扱う畏敬の念の教育は宗教の根幹であり、世界の宗教の基
幹でもある」、「畏敬の念について各宗教がいかなる表現形態をとっているかに
ついて教育することは極めて大切」と示す。畏敬の念は ‘religion’の原義上の
問題で重要な指摘である。福澤諭吉も論じているが、紙幅上省く。

五　まとめ
　上田氏は宗教哲学、他方阿部氏は宗教学が専門で、宗教と政治、宗教法に詳
しい。筆者が留意したいのは、上田氏の「宗教を考えるに当たっては、歴史的
現実としての既成宗教から出発するのではなく、人間の真実とは何かから出発
することが必要。人間としての在り方の中に、宗教を生み出す所以のようなも
のがある。ものを大切にし、人に親切にするということで、人間の在り方の真
実は言い尽くされていると考える。逆に、それらの感情がなくなったときに人
間はどうなるかという認識が切実になれば、それで十分だとも言えると思
う。」という指摘である（下線筆者）。宇宙船地球号上に「宗教」と称される現
象が生起した原初からいわゆる宗教（的事象）を考えることが重要だと筆者は
示唆される。‘the religious’（J.Dewey『誰れでもの信仰』（岸本英夫訳））を想起
する。宗教教育での宗教といえば、とかく、所与の世界宗教、民族宗教等の既
成宗教を想起し、そこを起点として宗教教育を考える誘惑に陥りがちである。
人類の思惟構造の機能で今改めて、原初から考えるという示唆と思う。宗教の
定義集で、筆者が知る限りで、一四一ある。宗教学者の数だけ宗教の定義はあ
るとの語りをそのまま首肯するに止めないで、実は人の数ほどに宗教はある可
能性を払拭出来ないという捕捉に至ることを筆者は思う。人生の問題解決に切

4

実
4

に対応しないとして既成宗教に落胆した者が、次に心の中に希求するある何
か（whatness・somethingness）に関して既成宗教は気付くべきである。
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　阿部氏は、「いわゆる政教分離でいうところの宗教と、人間の本質としての
宗教は違う。」と極めて重要な指摘をする。社会通念として、とかく、同一視
してきていることへの警鐘である。学校現場での宗教教育論を語るときの根深
い注意事項である。上田氏のいう宗教発生の原初論を想う。
　また、質問に答えて、「日本では、葬式仏教こそ日本仏教だが、釈迦の思想
では葬式を許したはずはない。しかし、日本の仏教が非仏教かというとそうで
はない。プラクティスが実際に共有されている部分が共通認識の出発点として
重要である。」と示している。三国伝来の仏教の諸相への留意である。さらに
「今でも高校では宗教の知識について一部教えているが、それでは不十分か。」
との問いに阿部氏は「今の指導要領では、小・中学校については感覚的な内容
を教え、高校で知識が出てくるが、感覚から始めて知識にいくのがいいのだろ
うか。儀礼は早いうちから学ぶべきで、自分たちの儀礼が早いうちからわかる
ことにより、他の儀礼との違いもわかってくる。ステップを上手に作ってでき
るところから始めることが大事である。そのためには、政治学や社会学の先生
も動員して検討すべきで、宗教哲学や宗教学だけでは狭すぎる。」と示す。「政
治学や社会学の先生も動員して検討すべきで、宗教哲学や宗教学だけでは狭す
ぎる。」との指摘は、宗教発生の脈絡・基盤の照射を説く。免許教科「宗教
科」の教職課程の教育課程編成の問題となる。宗教教育の脈絡は広い。意見陳
述内容が示唆する課題は、後の、法的思考及び教育的思考の面から、いわゆる
戦後教育改革を相対化した、端的には新教育基本法全面改正等の教育改革が展
開していく脈絡に厳かに反映されていると思う。
　上田氏と阿部氏とによって示された指摘は根柢的な課題である。
　なお、『広辞苑』第一版の記は、阿部重孝他編輯『教育学事典』（岩波書店、
昭和十一～十四年）をふまえていると推察される。

注
*1　昭和二十七年四月二十八日を節目とする。
*2　拙稿「類概念「宗教教育」・種概念「仏教教育」考」（『日本仏教教育学会二十五周
年記念論文集』収載、平成二十八年）を参照されたい。

*3　海後宗臣『教育原理』、朝倉書店、昭和三十七年
*4　関連して想起するのは、「哲学は学べない。学べるのは哲学することだけである。

We cannot learn philosophy. We can only learn to philosophize.」との示である。生涯学習論
に援用して考えれば、これからの学校教育の使命は、「何を学ぶか（what to learn）」と
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いう知識の結果を教え・学ばせるのではなく、自律的・自立的に生きていけるように、
「学ぶその学び方（how to learn）」を教えるのが学校教育の使命であるとされることを
想起する。

*5　J.Dewey, A Common Faith, YALEUNIVERSITY, 1971.デユウィー『誰れでもの信仰―
―デユウィー宗教論』、訳者　岸本英夫、春秋社、昭和三十一年三月六日、普及版。
　拙稿「宗教教育における用語 religionと用語 the religious」、駒澤大學佛教學部論集第
四十六號、平成 27年 10月 30日を参照されたい。

*6　Scheffler, Israel. The Language of Education. Springfield: Ill, 一九八三 . 村井実監訳、生田
久美子、松丸修三訳『教育のことば　　その哲学的分析』東洋館出版社、一九八一年

*7　拙稿「国際理解の基礎としての「宗教の教育」の「教授」概念検討」、駒沢大學仏
教経済研究、第十七号、昭和六十三年（一九八八）を参照されたい。

〈キーワード〉　宗教教育、法的思考、教育基本法、中央教育審議会、『広辞苑』
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