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亜種概念「宗派教育」と類概念「宗教的情操
教育」との教授概念の教育論理管窺

小　山　一　乘

　本稿の狙いは、用語「宗教教育」と用語「宗教科教育」との差異を概観し
「宗教的情操教育」成立基盤論上に通説的に馴致されている用語「宗派教育」
の教授概念の教育論理を、類概念と種概念（1）とに注目し亜種概念を措定し検
討することにある。
　なお本稿は、平成二十八年度駒澤大学仏教学会定例研究会（平成二十九年一
月二十六日（木））で発表した論題「用語「宗教教育」・用語「宗教科教育」の
教授概念整理」の要点を本稿用に断章的に書き改めたものである（2）。

１．「袋小路の宗教教育論（3）」問題
　用語「宗教教育」の「範囲や内容について、日本の教育界では殆ど議論され
ていない（4）」と批判され、巷間「袋小路の宗教教育論」「迷走する宗教教育
論」と揶揄的否定的批判の俎上に晒されている旨が紹介されている用語「宗教
教育」の教育概念・教授概念を、それとは似て非なる用語「宗教科教育」の教
育概念・教授概念との対比を通すことによって、用語「宗教教育」概念を明晰
にしていく隘路を切り拓くことが可能となると思う。上記の袋小路・迷走の争
点の要である宗教的情操教育成立基盤論（5）上に或る種定説的に浮上する用語
「宗派教育」と用語「宗教的情操教育」との教育論理上の錯綜の整理を試みる。

２．憲法規定上の用語「宗教教育」の曖昧さ―文言「宗派教育」に修正すべき―
　日本の三大改革すなわち大化の改新、明治維新の改革に続くのが、対日米国
占領政策下日本人精神改造計画である昭和二十年の改革であることは贅言を要
さぬ。
　しかし、宗教教育改革を中核とする肝腎な日本人の精神改造計画の新生日本
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国建設の根幹法である日本国憲法の第二十条の宗教教育規定の用語「宗教教
育」の曖昧さ・不備が指摘される。爾後の迷走の一因である。
　この混乱の根柢にメスを入れるのが岸本英夫博士である。日本国憲法二十条
の立法者意思は、用語「宗教教育」は「宗派教育」の意味であったという。

２－１　岸本英夫博士の問題提起再考
　対日米国占領政策のHHQ/SCAP（General Headquarters, the Supreme Commander 

for the Allied Powers）の顧問に任じられ日米宗教社会事情の表裏に精通する宗
教学の泰斗岸本英夫博士の問題提起がある。法的思考、教育的思考、宗教的思
考を駆使してアドヴァイスした人物である（6）。拙前稿でも引用した、同博士
の指摘を示す。

　　 現憲法は、「宗教教育」という言葉を、特定の宗派の信仰を教える教育と
いう意味に用いている。（中略）特定の宗派の教育を禁止する限りでは、
この条文は当然であって、少しも差支えない。ところが宗教教育という言
葉は、元来、もっと広い意味に用いられてきた。人間の宗教的価値の育成
に関係した教育を、すべて引っくるめた意味においてこの言葉が用いられ
てきたのである。そこで、重大な誤解と混同が起ってきた。憲法は、宗派
教育だけでなく、ひろい人間の宗教的価値の育成に関しても、国家がそれ
に触れることを禁止しているのではないかという見解である。（中略）こ
の点は憲法の公布後間もなく、人々の気づくところとなった。そして、憲
法から約半年遅れて公布された「教育基本法」のなかでは、その意味での
補足が試みられている。憲法の「宗教教育」というのは「特定の宗教のた
めの宗教教育」すなわち、宗派教育という意味だという公的解釈を与えて
いるのである（7）。

とみえる。立法制定時点の局面を熟知している人物の指摘である。爾後の問題
解決の処方箋として次のように指摘している。すなわち

　　 もし、憲法改正というような事態が起るとすれば、宗教関係でもっとも改
正を要する点は、この宗教教育という言葉を宗派教育と書き改めることで
あろう。（8）
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と。用語「宗教教育」を「宗派教育」に改正すべきと指摘する。教育的思考及
び法的思考から文言改正の規範的方向を示していたのだが先の教育基本法改正
では旧態依然で迷走は続く。

２－２　改正教育基本法考
２－２－１　「特定の宗教のための宗教教育」論理考
　五十九年ぶりの全面改正の「教育基本法」（平成十八年十二月二十二日公
布・施行、全十八箇条）の第十五条では

　　1 　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。

　　2 　国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育
その他宗教的活動をしてはならない。（下線筆者）

と制定されるにとどまり、傍線部分が加筆修正されただけである（傍線筆者）。
　「特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。」とあり
旧態依然である。岸本英夫博士の指摘に従えば「特定の宗教のための宗派教育
その他宗教的活動をしてはならない。」とすべきが妥当と筆者は思量する。
　そもそも岸本英夫博士の指摘は、筆者は、「特定の宗教のための宗派教育」、
「その他特定の宗教のための宗教的活動をしてはならない」の意味と解する。
しかし実際は、改正教育基本法でも「特定の宗教のための宗教教育」と旧態依
然である。
　岸本英夫博士の提案する用語法にしたがえば、「特定の宗教のための宗派教
育（略）」はさらにパラフレーズ（Paraphrase）的に解して「特定の宗教のため
の教育すなわち宗派教育」（傍線筆者）」とすれば、「特定の宗教のためにおこな
う教育が宗派教育」という意味が判然とする。ここで命題をたてる。すなわち
　命題「特定の宗教のためにおこなう教育は宗派教育である。」
これは「特定の宗教のためにおこなう教育ならば宗派教育である」と推理される。
では論理的にこの逆はすなわち
　「宗派教育ならば特定の宗教のためにおこなう教育である。」
となりこの場合実在の論理として実体的に推理は真となる。逆も真の例となる。
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　しかし、教育基本法条文通りに「特定の宗教のための宗教教育」を踏襲した
場合はいかがか。是は文言に即して上と同様にパラフレーズすれば
　「特定の宗教のためにおこなう教育すなわち宗教教育」（傍線筆者）
とすれば如何なる論理となるか。ここに命題を立てる。すなわち
　命題「特定の宗教のためにおこなう教育は宗教教育である。」
これは「特定の宗教のためにおこなう教育ならば宗教教育である」と推理され
る。
　では論理的にこの逆は
　「宗教教育ならば特定の宗教のためにおこなう教育である。」
となる。この場合実体的に実在の論理（9）としての推理において真偽判定すれ
ば偽である。なぜならば、「特にそれと指定しない宗教のための教育そういう
宗教教育（10）」もあり得るからである。用語「宗教教育」の概念規定が困難で
ある。通俗的にいえば「逆は必ずしも真ならず」（11）である。
　つまり、「特定の宗教のための宗教教育」という語りは論理的に無理が潜在
していることが穿たれる。諄いが繰り返す。すなわち岸本英夫博士の文言修正
提案「特定の宗教のための宗派教育」が妥当であると解される。

　今ここで【第 9条第 2項の宗教教育とはどのような意味か。】（昭和二十二年
三月十九日、貴・教育基本法案特別委員会）に関しての次の答弁に留意したい。
すなわち

　＜辻田政府委員答弁＞　御答へ申上げます。此の基本法の第九条に宗教教育
と云ふ言葉がございますが、新憲法の第二十条の第三項に「国及びその機関は、
宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と云ふ此の宗教教育を
承けて居るのでありまして、宗教に関する教育は、全部と云ふ意味ではござい
ませぬ、特定の宗教に関する教育と云ふ風に考へて居ります。従つて宗教に関
する知識、例へば宗教学と云ふ風なことに付きましては差支ないと思つて居り
ます。（下線・太字筆者）

とみえる。「特定の宗教に関する教育と云ふ風に考へて居ります」との表現か
ら推理されるのは、件の「特定の宗教のための宗教教育」とは「特定の宗教に
関する教育」という意味として解するのが妥当であることが示されている。用
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語「宗教教育」を使用せずに用語「教育」を使用するのが立法者意思を歪めず
に示すことになることが明記されている。
　しかるに「特定の宗教のための宗教教育」とは「学説上、以下のいずれも禁
止されると解するのが有力。a.特定の宗教のための宗教教育。b.すべての宗教
のための宗教教育（ 宗教一般を宣伝する目的で行われる教育）。c.宗教を排斥
することを目的として行われる教育」とされている。とくに「b.すべての宗教
のための宗教教育（ 宗教一般を宣伝する目的で行われる教育）」との措定が問
題である。「宗教一般を宣伝する目的で行われる教育」をも用語「宗教教育」
の教授概念としている。上記下線部分の「宗教に関する知識、例へば宗教学と
云ふ風なこと」に「関する教育という風」な広義の意味は用語「宗教教育」に
は含めていないことが窺われる。「宗教教育」は狭義で使用している。「宗教一
般」を論っても「宣伝する目的」という教授概念として決めつけている。迷走
の起点と穿たれる。

２－２－２　�改正教育基本法「宗教に関する一般的な教養」教育は国公私立学
校悉皆的規定

　改善点として留意すべき加筆修正箇所の規定は、いわゆる国公私立学校の全
てに対して、例外なく悉皆的に適用される規定である。過去五十九年間にもわ
たり「触らぬ神に祟りなし」で、宗教一般知識教育をすら取り扱うことを躊躇
い遠慮してきていて、結果として、公序良俗に反する違反行為を行うカルト的
集団を識別する教養・知識をすら学習する機会を担保してこなかったことによ
る無知的迷走を許した。
　宗教的無知解消の学習の機会を担保する規範である。画期的規範であると言
えよう。宗教的無知は、宗教的偏見より悲劇的結果をもたらす。必然教育職員
養成上のカリキュラム編成課題が養成機関に課され「宗教学」等授業担当者充
当が重要となる。

３．用語「宗教教育」の定義―『広辞苑』の定義の推移相・曲折相―迷走か
　昭和二十年の改革で昭和二十七年四月二十八日に真の終戦を迎え、独立した。
その三年後『広辞苑』第一版が刊行される。巷間汎用される書である。用語
「宗教」や用語「宗教教育」の項の定義の変遷にみえる紆余曲折相は時代社会
を反映していて象徴的である。国民の教養の指標といわれる『広辞苑』（岩波
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書店）全六版（平成二十九年六月三十日現在時点）の定義の推移相は注目した
い。因みに、昭和二十二年及び二十六年は、まだ被占領下で、学習指導要領は
「試案発行」であったが、真の終戦を経た昭和三十三年には文部大臣告示の学
習指導要領が公になる。

３－１　『広辞苑』の用語「宗教教育」定義考
　用語「宗教教育」の項の定義について、『広辞苑』の第一版（昭和三十年）
から第六版（平成二十年）までの各版を比較対照表にすると興味深い点が浮き
彫りになる。詳細は紙幅上割愛し、要点を以下に記載する。

３－１－１：第一版
　「児童青年の宗教性を陶冶する教育」と明解。「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示す。
「宗教的情操を涵養して」、「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、教化はみえない。

３－１－２：第二・三版・四版
　第二版・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」が第四版では「育て」と変容し、「宗教に関する寛容の態度およびその地
位の尊重」が加筆されている。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。「わが国」といい、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。

３－１－３：第五版
　「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。宗教教育とは「特定宗教」の教育を意味する事を示
す。

３－１－４：第六版
　「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
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たうえで、「ないしは、宗教に関する教養や宗教的情操を培う教育」を加筆し
ている。これは、教育基本法（昭和二十二年三月三十一日公布・施行）が五十
九年ぶりに全面改正（平成十八年十二月二十二日公布・施行）された後の刊行
である影が窺える。

３－１－５：第五版・第六版
　用語「宗教教育」は、用語「特定宗教」つまり「宗派教育」の義で定義して
いる。
　第一義的には「特定宗教」「宗派教育」の義で捕捉している。五つの教授概
念にも言及せず、宗教一般知識教育や、対宗教安全教育や宗教的寛容教育には
触れておらず、問題を孕む定義である。用語「宗教教育」教授概念理解を迷走
させて袋小路に陥れた社会現象との関係への穿ちを筆者は禁じ得ない。

４．J.Deweyのいう用語 ‘religion’と中村元のいう用語 ‘religion’の概念の差異
　　 J.Deweyの religionは組織的・制度的概念、中村元の religionは普遍的・本

質的
　『広辞苑』の定義とあわせて、用語 ʻreligionʼ を巡り看過できない二人の学者
の定義がある。日本のいわゆる戦後教育改革に多大な理論的影響を与えた
J.Dewey博士の宗教教育論での用語 'religionʼ の用語法に一顧が要る。またその
J.Deweyの用法をも時系列的に相対化することの出来る歴史的位置にある中村
元博士が洋の古今東西を展望して析出した用語 ' religion ʼ の用語法に傾注すべ
きと筆者は思う。用語 ʻreligionʼ について、J.Dewey博士は「組織的制度的宗教
を指す」という。あわせて用語 ʻthe religiousʼ を掲げ「人間の心の奥にある宗教
的なものを指す」としている（12）。他方、比較思想の中村元博士は用語 ʻreligionʼ
は「個々の宗教教団の組織や教義を離れた、諸宗教に通ずる普遍的・本質的な
ものをいうか、あるいは諸宗教をすべてひっくるめて全体的なものを意味す
る。」と定義している。あわせて、ʻa religionʼ、ʻreligionsʼ、ʻthe religiousʼ を論って
いるが詳細は紙幅上省く。
　中村元博士のいう ʻreligionʼ は J.Dewey でいえば ʻthe religiousʼ に相当する。つ
まり、用語 ʻreligionʼ の解釈は、J.Dewey博士と中村元博士とでは非常に異なる。
論者は何れの用語法で religionを語っているのかの自覚が重要となる。
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５．用語「宗教教育」の教授概念―三概念（三分法）または五概念（五分法）―
　用語「宗教教育」の概念については、久しく、三通りで、近年の語りでいえ
ば三分法ともいわれる。筆者流の表現での三概念とは、周知の（1）宗教一般
知識教育、（2）宗教的情操教育、（3）宗派信仰教育である。私立学校（とくに
宗教系学校法人立学校）では、宗派信仰教育は実践されている。他方、いわゆ
る国公立学校では禁止されているのだが、それは当然だが、行動規範、規範的
行動に関する教授・学習に対する評価・解釈の検討の不徹底・不備に起因して、
法律上の係争に陥りかねなく、「触らぬ神に祟りなし」で宗教一般知識教育ま
でもが敬遠されてきている。（13）

５－１　三輪辰男氏の論―三概念に二概念附加する提案（一九九六年）―
　三輪辰男氏はいわゆる三分法に以下に見る④⑤を追加することを提案してい
る（14）。

５－２　菅原伸郎氏の用語「宗教教育」五概念論（一九九九年）
　菅原伸郎氏は「オウム真理教事件が起きてから『公立学校で宗教教育をして
いないからだ』といった意見が多く出された。しかし、その「宗教教育」とは
何を指すのだろう。例えば、次の三つを区別しないで発言していた人も多かっ
たのではないか。」と問題提起している。つまり教育概念・教授概念の差異に
関する無関心か無知に関する懸念を示す。
　そして「日本教育界では、この三つの分類が昔から行われてきた。しかし、
津市立橋北中学校の三輪辰男教諭は教育雑誌「現代教育科学」の一九九六年六
月号で、さらに二つを加えるべき時代だ、と提案していた。」と指摘し、次を
提案する。
　つまり「④対宗教安全教育。消費者教育と同じような趣旨で、反社会的カル
トや霊感商法などへの免疫力をつける。オカルトや超能力を疑う科学的態度も
育てる。⑤宗教的寛容教育。特定の宗教をことさら危険視し、いじめや差別の
対象にしてはいないか。国際化の進む時代には、他国の宗教も理解する必要が
ある。」という。
　そして従来からの「三つの分類」すなわち①宗派教育、②宗教知識教育、③
宗教的情操教育を掲げ、「私立学校で実践されている「①宗派教育は、憲法な
どの規定で、公立学校では禁止されている。それは当然なのだが、その用心の
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ためか、②の宗教知識教育までが敬遠されている。」と教育実践現場における
問題提起をしている。また次のように記している。「歴史や国語や芸術の授業
で宗教文化の一端に触れはしても、小・中学校で宗教の歴史や思想をそれ自体
で教えることはない。取材で会った教育界の人たちは、いずれも、この欠陥を
認めていた。無神論や唯物論の立場の人でさえ、『宗教戦争などの負の歴史も
含めて、基礎的な知識は教えるべきだ』といっていた。技術的に難しいことは
ないはずで、そうした基本知識をまず教えてこそ、緊急の課題である次の指導
も可能になる（15）。」と述べ、次の二概念を措定している。
　④対宗教安全教育、
　⑤宗教的寛容教育
を掲げている。確かに新旧教育基本法文言「宗教に関する寬容の態度」と規範
的行動・行動的規範を示している。しかしその指導方法・教授法に関しての論
議の比重は小である。この「宗教的寛容教育（16）」の必要性については、筆者
は、菅原伸郎氏（当時、朝日新聞東京本社学芸部「こころ」編集長）の取材・
インタビューを受けた際に、菅原氏に対してとくに、教授概念として措定する
べきであると指摘した。法的思考及び教育的思考両面から、宗教間、仏教間、
宗派間の対話、寬容問題は深刻であり、喫緊の解決課題であることを、菅原伸
郎氏と共通認識した。

５－３　用語「宗教教育」の五概念（五分法）の関係図式
　筆者は、旧来から久しい「宗教教育」を三つに分類する教授・教育の意味を
「三つの教授概念」と称することを提案してきた。さらに三輪辰男及び菅原伸
郎によって成された用語「宗教教育」を五つに分類する教授・教育の意味を
「五つの教授概念」と称することを提案するに際し図①を示して久しい（17）。
　図①で、（1）宗教一般知識教育、（2）宗教的情操教育、（3）宗派信仰教育の
三概念は、巷間久しく使用されてきた。そして地下鉄サリン事件を契機にして、
従来から馴致されてきた三概念に、三輪辰男氏の提案すなわち「（4）対宗教安
全教育」及び「（5）宗教的寛容教育」の二概念を附加することの提起を受ける
ようにして菅原が五概念を提起したのがみえる。筆者（小山）が五概念を図で
示したのが図①である。

図①（小山作成）
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図は、宗教的情操教育の成立に関して、見解Ⅰと見解Ⅱとの二つの見解のある
ことが示されているのが分かる。二つの見解が整理されずにいる。宗教教育が
迷走していると揶揄される理由の一つである。

５－４　宗教的情操教育成立基盤に関する 2つの見解
　用語「宗教教育」の三分法（18）（三概念）の一つの「宗教的情操教育」にお
ける宗教的情操成立基盤に関する二つの見解に見られる問題点を指摘する。
　すなわち、図①中で、見解Ⅰ「特定の宗派教育からしか芽生えない」とする
論（見解Ⅰ）がみえる。同じく図①中で、見解Ⅰに対して見解Ⅱ「特定の宗派
教育から芽生えることは認める。他方、宗教一般知識教育からも芽生えうる」
とする論（見解Ⅱ）がみえている。

５－５　�宗教的情操は「宗派教育からしか芽生えない」とする推理の範疇誤認
問題

　つまり、「特定の宗派教育からしか芽生えない」と前提するのならば、そこ
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用語「宗教教育」教授概念論には見解が5つ（どの意味で宗教教育？）
用語「宗教的情操教育」成立論には見解が2つ（宗教一般知識教育からも芽生える？）

（5概念？ 菅原伸郎氏）

一般に日常巷間で用語「宗教教育」という用語法への意識的対象化が要る．
また、宗教的情操教育の成立に関しての異なった見解。

（1）宗教一般知識教育
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から芽生える情操については、その特定の宗派を根柢とする（根底ではない）
性格のその「宗派的情操」が成立したというように語るべきではなかろうか。
もちろん欧米語 religionの邦訳として、仏教そのものを指示する用語として馴
致されきていた用語「宗教」を当てられてきた経緯は周知事である。

６．類概念「宗教」、種概念「仏教」、種概念「神道」等
　「何氣なく口にもし或は書きもしている」用語「宗教」に関して注意を惹起
させる川田熊太郎博士の指摘がある。川田博士は用語「宗教」が「専ら佛教と
呼ばれるに至ったものが明治時代以來今日に於てもキリスト教・マホメット
教・ゾロアステル教・インド教・ジナ教・ラマ教・天理教などと竝べられ、種
概念として取扱われ而して此の種概念に對する類概念として宗教という表現が
用いられている。故に佛教もキリスト教も、乃至、天理教も等しく宗教なので
ある。」と指摘する（19）。爾後、用語「宗教」は類概念と措定された。必然、類
概念「宗教」を構成する種概念群が措定される。その種概念群には、たとえば、
種概念「キリスト教」、種概念「仏教」、種概念「イスラム」、種概念「ゾロア
スター教」、種概念「神道」等として論われる。つまり仏教も種概念の一つと
して、異なる宗教の基督教などと並列化される。

７．種概念を構成する亜種概念
　例える。種概念「仏教」は亜種概念「宗派」で構成される。種概念「仏教」
は亜種概念「宗派・曹洞宗」・「宗派・天台宗」等で構成される。種概念「仏
教」を構成する宗派は、分類の論理でいえば、亜種概念「宗派」と措定したい。

８．宗派教育から宗教的情操形成可能論に対する媒概念不周延の虚偽の危惧
　すでに推察されるように、いずれかどれかの宗派、例えば、ひとつの宗派で
ある日本曹洞宗を基盤にして成立・醸成された情操は、いうまでもなく日本曹
洞宗的宗派的情操だとして捕捉するのが妥当であると筆者は思う。同じく日本
国内の他宗派、例えば、一つの宗派である「時宗」を基盤にして醸成された情
操は、それを語る場合、いうまでもなく日本の時宗的な宗派的情操であると推
理し語るのが妥当であろうことは贅言を要さないであろう。曹洞宗の宗派的情
操と時宗の宗派的情操とは、それぞれその趣を異にしているのはある意味では
自然なことであろう。それぞれに個性的であったとしても不思議ではない。宗
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派的世界の論理を飛躍させて、種概念の「仏教」的世界の論理をも媒介せずに
飛躍させて、類概念の「宗教」的世界の論理宗教的情操として語ってしまうの
は不当ではなかろうか、との思いを筆者は禁じ得ない。このことは、仏教以外
の他の宗教においても、同様なことが考えられてしかるべきである。

９．「（亜種概念）宗派教育からしか宗教的情操教育は成立しない」の論理破綻
問題

　端的にいう。亜種概念「宗派」のなかの一つの或る宗派 Aから形成された
という情操は A宗派的情操というのが妥当ではないか。さらに同じ亜種概念
「宗派」のなかの或る宗派 Bから形成された情操は B宗派的情操と語るのが妥
当ではないか。以下同様にして C･･･H宗派的情操 ･･･ と続く。ここで問われ
るのが、A宗派的情操と B宗派的情操とが、融合的に或いは共通的に、キリ
スト教、ユダヤ教、ヒンドウー教などと差異ないようにして融合できることが
担保されるのならそこに横たわる情操を一括して類概念「宗教」を使用して
「宗教的情操」と語ることは首肯できよう。
　筆者は亜種概念の情操を、種概念での情操を超越して、類概念での情操すな
わち宗教的情操と見做してしまえるのであろうか。筆者は疑問を払拭出来ない。
　しかしである、それでも、亜種概念宗派教育から類概念宗教的情操教育が成
立するという論者の論理に従えば、例えば、類概念宗教、種概念仏教、亜種概
念曹洞宗は、他の亜種概念宗派とも共通（「特殊」に対する意味での「一般」）
の普遍的な情操が成立していることになるゆえに、宗教的情操教育は宗派教育
からのみではなく、いわゆる宗教一般知識教育からも宗教的情操教育は成立し
うると結論付けられまいか。

10．用語「宗教教育」と用語「宗教科教育」との差異考
10 － 1　「宗教教育」の場合：比較宗教、教理学、哲学等の知見の有無は不問
　宗教科免許状を修得・取得していなくても、存在する全ての普通の宗教家・
僧侶なら、或いは時には信心深い母親（胎教を含め）などは、何か「宗教の教
育」をしている場合、それは「宗教教育」をしているとはいえよう。しかし、
その宗教家等が、そのままで、「宗教科教育」をしているということには必ず
しもならない。
　主観的にも、客観的にも、事実的言明・規範的言明の教育・教授が可能か、
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不可能か曖昧な概念である。宗教教育の五概念の意識的対象化が曖昧か、特定
の概念を選取し他は棄却する傾向にある。用語「宗教教育」は、論者によって、
種々様々である。例える。論者 Aは宗派信仰教育の意味で解してそれ以外は
棄却するかも知れない。もっとも他に教授概念が存在することも知らない事例
もある。論者 Bは宗教的情操教育の意味で解する。論者 Cは宗教一般知識教
育の意味で解する。論者 Dは宗教的寛容教育の意味で解する。論者 Eは対宗
教安全教育の意味で解する。論者 Fは、例えば、宗教一般知識教育と宗教的
情操教育と宗派信仰教育とが存在すると認識していて、場合によって、取扱の
教授概念を観点に応じて自在に切り換えていくことの出来る論者である場合も
ある。つまり論者によって意味理解が様々であり、しかも自覚的でない場合が
問題である。論者により教授概念が重層的・複雑でもある。

10 － 2　「宗教科教育」の場合：�比較宗教、教理学、哲学等の知見は不可欠
　教育職員免許法等に規定する所定の「一般的包括的な内容を含むもの」の単
位を修得して宗教科免許状を取得している者が、「宗教の教育」をしている場
合は、「宗教教育」というより、すぐれて「宗教科教育」を行っているという
べきではないか。
　主観的にも、客観的にも、規範的言明・事実的言明の教授が可能である。宗
教教育の五概念を、観自在に意識的に対象化してチャンネルを自在に変換する
宗教の教育を行うことが出来る。「宗教科教育」では用語「宗教教育」の五つ
の教授概念が意識的に取捨選択され主観的にも客観的にも教育・教授が可能で
ある。用語「宗教教育」にみた五つの教授概念の何れをも、均等均質に意識的
に、目的（動詞は「実現」で表記）・目標（動詞は「達成」で表記）に応じ、
客観的にも主観的にも取り扱える。

まとめ
　用語「宗教教育」概念は、論者によって、先入観的に五概念のなかの何れか
を選取して他を棄却する傾向のあることが指摘される。宗派教育を先入観とし
ている論者、宗教的情操教育を先入観としている論者、宗教一般知識教育と宗
派教育と宗教的情操教育とがあることを観点としている論者等十人十色である。
論者の先入観が払拭し難い。教授概念が整理化し難い問題を確認した。他方、
宗教科教育は五概念の自覚的切り替えが、客観的にも主観的にも自在に出来る
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ゆえに、教授概念整理が明晰に可能となることを確認した。
　宗教的情操教育成立基盤論で、特定の宗派教育からしか宗教的情操は芽生え
ないとする論にしたがうならば、特定の宗派教育により芽生えた情操は宗派的
情操と措定するのが至当であることを確認した。それを飛躍して類概念の宗教
的情操と括るのは論理的に至当ではないことを確認した。宗派教育から一挙に
宗教的情操が形成されるという論理に従えば、各宗派の情操は共通であり宗教
一般という概念が浮上することを確認した。類概念、種概念、亜種概念という
範疇で考えると、宗派教育から（しか）宗教的情操教育は成立しないという主
張は論理的に偽となるのではないかという疑問の生じることを確認した。

注
（1）川田熊太郎『仏教と哲学』（昭和三十二年（一九五七）、平楽寺書店）参照。
（2）標題に関する問題意識形成経緯と発表等は久しい。例えば日本宗教学会でも「宗教
教育・宗教科教育・宗教の教育における宗教の取扱いの異同点」(第七部会 ,<特集 >
第六十五回学術大会（二〇〇六年、東北大学）紀要、Controversies and Differences of 
Dealing with Religion(s) among “Religious Education,” “Education of Religion(s) as a School 
Subject,” and “Education of Religion(s)”(Section 7)（19））で問題提起をしてきた。なお、本
問題意識形成の経緯の整理確認上、蓄積の前稿を重複的に引用することさながら浜辺
に打ち返す波のごとくにした只管な反復的記載のあることを断っておきたい。

（3）土屋博「望ましい宗教教育とは　　根本的問い、「信」という人間の可能性」、中外
日報、2013年 2月 7日付）

（4） 菅原伸郎『宗教をどう教えるか』、朝日選書、一九九九年（平成十一年）、一九頁
（5）拙著「宗教的情操教育の成立基盤考」,駒澤大學佛敎學部硏究紀要第 70號平成 24
年３月

（6）岸本英夫博士は、ハーバード大学に学びMA取得。一九四七年論文『宗教神秘主義
の研究』で文学博士（東大）。一九四七年東京大学教授（宗教学）。一九六四年東京大
学在職中没。対日米国占領政策執行の GHQ/SCAPの顧問である。米国人であっても、
ハーバード大学を修了した者は一目置かれる存在である。占領統治下、米国関係者か
らは、とかく「ヘイ、ボーイ」との呼称で呼びかけられる日本人の少なくない傾向の
中で、岸本博士は、プロフェッサーとかドクターと敬称されたと語り伝えられること
は意義深い。つまり日本人の精神改造とりわけ宗教教育改革を中心とする改革行政の
中で、神仏習合を日本人の信仰生活構造の特色とする敗戦国日本の宗教事情を達者な
英語で説明した功労者である。戦後処理作業上の政治的力学関係上、特筆すべき存在
としての岸本博士である。戦後日本建設上の功労者・恩人であるといっても過言では
ないと筆者は思う。

（7）『岸本英夫集』、第五巻、渓声社、一九七六年、二七六～二七七頁
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（8）前掲岸本書、二七八頁
（9）論理には、推理の論理と実在の論理がある。推理の論理は、例えば、「或る Xが存
在して、X+3=5が成立するならば、この場合の Xの値は 2である。」と云うように実
在とは離れて推理の論理となる。他方、実在の論理は、例えば、「父は男である。」
（「父ならば男である」）という推理は実在の論理を語る。「父ならば男である。」。しか
しこの場合、この逆すなわち「男ならば父である」と常には断定出来るとは限らない。
男であっても、父親になっていない人も存在するから。推理の論理と実在の論理とは
推理方式が異なるので混乱回避に留意すべきである。

（10）『広辞苑』、岩波書店、平成二〇年、第六版、「特定」の項に「特にそれと指定する
こと。特に定められていること。」とみえる。是を援用した。

（11）論理的推理の例として次を参考にして考えた。
 命題「狸は動物である。」
 逆：動物なら狸である。→これは明らかに偽。動物には猫も熊などたくさんいる。
 裏：狸でないなら動物でない。→これも偽。猫も熊も動物。
 対偶：動物でないならば狸でない→これは真。
（12）J.Dewey A Common Faith, YALE UNIVERSITY, 1971参照

 J.Dewey 『誰れでもの信仰』（岸本英夫譯）、春秋社、昭和三十一年参照
（13）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」、駒澤大学『仏教
経済研究』、十七号、昭和六十三年

（14）三輪辰男（津市立橋北中学校教諭）、「「無条件の信頼」は危険である !」(特集「心
の危機」は教育で救えるのか）　　（「宗教」を教えることの是非　　「心の危機」は救
えるか）『現代教育科学』三十九（六）、四十一～四十四頁、一九九六――〇六、明治
図書出版

（15）前掲菅原書二〇四頁
（16）拙稿「新旧教育基本法文言「宗教に関する寬容の態度」の用語「寬容」管窺」、駒
澤大学『仏教経済研究』第四十六号、平成二十九年五月、一～三十七頁参照。

（17）最近では、拙著「宗教的情操教育の成立基盤考」、駒澤大學佛敎學部硏究紀要第 70
號平成 24年 3月、一一五頁（七十六）

（18）宗教教育は三つの教育（概念）に区分されて馴致されて久しい。周知の如く、宗
教一般知識教育、宗教的情操教育、宗派（信仰）教育の三であり、いつしか、巷間、
それを三分法と呼称されるようである。筆者は、それより以前から、三つの教授概念
と呼称してきていた。三分法という語りは宗教の教育論を、教育から乖離させる誘惑
に陥れると懸念する。三（つの）教授概念と語ることを選取したい。

（19）前掲書の川田熊太郎『仏教と哲学』、昭和三十二年（一九五七）、平楽寺書店、二
十五～二十六頁。

〈キーワード〉宗教的情操、宗派的情操、類概念、亜種概念、宗教教育教授概念
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