
教育講演会 2012 

 ～明日を創る教育改革～  50 年、100 年後のために 

東京大学総長 濱田純一氏（明石市出身） 

講 演 録 

 

 

日時  ：平成 24 年８月 29 日（水） 15：00～16：30 

場所  ：明石市生涯学習センター 子午線ホール（アスピア明石北館９階） 

 

【講演内容】 

ただいまご紹介いただきました濱田でございます。本日はこのような場にお招きをい

ただきまして、ありがとうございます。自分が生まれ育ったこの明石の町で、このよう

にお話ができるということを大変うれしく光栄に思います。ただ、皆様の中には私の子

ども時代を知っている方々もいらっしゃると思いますので、少しお話がしにくい気もい

たします。私は小さいときに「純ちゃん」と呼ばれていたのですが、「あの純ちゃんが

何を生意気なことを言っているのだろう」と言われはしまいかと、なかなかお話ししに

くい思いもありますが、本日は少しのびのびとお話し申し上げたいと思います。 

この春に泉市長が東京大学にお越しになったことがきっかけで、今回このようなお招

きをいただきました。明石市でも、これからの教育のあり方について、様々な議論が始

まっているということでございますので、私の話が少しでも何かのお役に立てればと思

っています。 

明石の銀座通りの商店街の中程に、以前、ハマダヤという店があったことをご存知か

もしれませんが、私はそこの息子として生まれ育ちました。播陽幼稚園、明石小学校に

通い、中学からは神戸のほうに行きましたので、少し明石の町からは離れてしまいまし

たが、両親はずっとこちらにおりますので、私も盆暮れ、休みのときは、今でもこちら

で過ごしております。両親ももう随分年なのですが、地域の皆様に何かと助けていただ

き、この町に両親がいてくれて本当に良かったと思っております。 

私が明石小学校に通っていた頃は、まだ明石の駅が地上駅で高架になっておらず、私

が住んでいた銀座通り側から北側にある明石小学校までは、明石駅の構内を通り抜けて

通っていました。遅刻して上手く駅構内を抜けられないときは、このホールのちょうど

真下にあった東仲ノ町の通りを通って、国鉄の踏切を抜けて山下町へという経路で通っ

ていましたので、明石の町も随分大きく変わったと感じています。 

本日お配りしている資料は海洋研究の雑誌に掲載したもので、私が明石の町、明石の

海からどのようなことを学んだか、ということを記したものですので、よろしければお

目通しいただければと思います。ここに掲載している砂浜の写真は、約半世紀前にちょ

うどここの先の海岸で、私が撮ったものです。このような光景だったものが、今は随分

様変わりしています。ただ、このように様々なものが変わって行く中でも、私たちがい

つも大切に思い、守り続けていかなければならないものがあります。それは家族であり、

友人であり、日々の仕事であり、仲間であり、海や、公園などの緑です。同じように、

教育や学ぶということも、いつまでも変わらずに大切にしなければならないものだと思
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います。 

本日は、ご案内を差し上げていますように、「明日を創る教育改革」というテーマで

お話を申し上げたいと思います。約１時間と思っていましたが、原稿を作っております

と、「あれも話したい。これも話したい」ということが出てきました。少し長くなるか

もしれませんが辛抱してお聞きいただければと思います。できれば、その後ご質問等が

ございましたらいただきたいと思います。 

 

教育は本来的に明日に向けられたものである、ということは言うまでもないことです。

教育するのは今目の前にいる人たち、目の前にいる若者たちですが、その教育の効果が

発揮されるのは、少し先の時代になります。社会の姿がどんどん変わっているときは、

教育の効果は非常に分かりやすいものです。たとえば、明治維新後のような変化の激し

い時代では、「明日を創る」という教育効果は非常にはっきりと目に見えるのですが、

現代のように比較的落ち着いた時代になり、これだけ世の中の形が出来上がってしまう

と、「明日を創る」という教育の意味合いが少し見えにくくなってきている、と感じま

す。しかし、直感的には何か見えにくくなっているなという感覚とは異なって、今日こ

そ「明日を創る」という教育の意義が大きくなっている、というのが私の考えていると

ころです。後ほど少し詳しくお話を申し上げたいと思いますが、日本では今、経済状況

等も含めて私たちの明日の生活が見えにくくなってきています。またグローバル化とい

った何か目に見えないものが近くに押し寄せてきています。少子高齢化が進む中で若い

人たちが少なくなり、今後は社会の力が衰えていくのではないか、という漠然とした不

安もあります。このような中で、「明日を創る」という意識や見通しをもつことの大切

さ、そしてそれを支える教育の大切さが改めて見直されるべき時期に来ていると思いま

す。 

私の仕事は大学での教育、高等教育が中心ですので、本日はそのような話が中心とな

り、私たち東京大学という立場で直面している課題からの話も多くなると思います。し

かし個々の具体的な話は別にして、大きな問題意識や考え方の方向は多かれ少なかれど

の大学でも、また大学に限らず小学校から高等学校に至るまで、さらには生涯教育も含

めたあらゆる教育の場面で、何らかの形で意識され、取り組まれるべきものだと思って

います。どこまで上手くお話しできるかは分かりませんが、皆様それぞれご関心をお持

ちのところで、私の思いをくみ取っていただければと思います。 

 

時代精神の転換としての秋入学 

さて、今私たちの大学の教育が直面していると考えている課題、その課題を踏まえた

これからの方向性ということからお話ししたいと思います。大学が直面している課題、

これからの方向性は、先ほど司会の方からもご紹介いただきましたが、昨年私が提案し、

マスコミでも話題にしていただいた大学の秋入学構想の提案と深く関わっております。

そこで、秋入学から話を始めさせていただきます。 

私自身も、秋入学というのは、ある意味大胆すぎる提案であると思います。しかし、

このような大胆すぎると思えるほどの提案をして、大きな課題を正面から見据えて取り

組んでみる、それくらいの勢いで今の時代の変化に立ち向かっていく姿勢をもたなけれ
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ば、明日の日本を支える考え方や力は生まれてこない、というのが私の根本にある思い

です。秋入学自体はそれほど複雑な話ではありません。要するに、今、入学や大学の学

年の開始が４月になっているものを、９月にしようということです。今日、欧米や中国

など、世界の約７割が秋入学です。このようなシステムの変更、つまり学事暦を変える

ことによって、今後のグローバル化と言われる時代に留学生をもっと受け入れよう、さ

らには日本人の学生をもっともっとスムーズに海外に送り出していこう、というもので

す。今は、留学すると多くの場合１年留年しなければならないという、学期の違いによ

る問題も出ています。そのような問題をなくしていこう、ということが直接的な狙いで

す。 

しかし、秋入学の提案は、このような学事暦の変更にとどまらない意義がある、と私

は考えています。本日お配りした資料の２枚目に「秋入学 こう考える」という新聞へ

の寄稿がありますが、ここにいろいろと記しております。学事暦の変更にとどまらない

意義とは、このような大胆な提案は、このグローバル化の時代、先行きの難しい時代に

立ち向かう私たち日本の大学の、さらには日本そのものの心構えの思い切った転換、つ

まり「これまでの時代のような訳にはいかないのだ」という気持ちの転換を提案する、

という意味をもっています。「今まで春入学が当然だと思っていたが、秋入学に考え方

を切り替えるとどうなのだろう」というような、今の時代に思い切った心構えや気持ち

の転換を行っていく、少し堅い言葉で言えば、「時代精神の転換に関わっていく」とい

う提言を含んでいるとご理解いただければと思っています。 

実は、そのような意味合いを直感いただいたからこそ、社会でも大きな関心や反響を

呼んだのだろうと思います。すべての大学で学事暦が一斉に変わるのであれば話は別で

すが、東大を含めたいくつかの大学で学事暦が９月入学に変わるだけであれば「勝手に

やればよい」というだけの話です。しかし、それだけではありません。日本の大学、日

本そのものがこれからのグローバル化の時代にどのように立ち向かっていくか、という

心構えの転換という意味合いを直感的に感じられたからこそ、様々な反響があったのだ

ろうと私は思っています。そのあたりの問題意識が、まさしく「明日を創る」教育の核

心に関わってきますので、これからそのあたりについて少し詳しくお話し申し上げたい

と思います。 

 

他人事ではないグローバル化 

これからお話しすることは、必ずしも秋入学の問題をどうするか、ということだけに

関わる内容ではありません。むしろ、これから明日を担う若い人たちを育てるにあたっ

て、どのような場面であっても私たちが必ず意識しておかなければならないと考えてい

る事柄をお話する、とご理解いただければと思います。 

先ほども申し上げたことですが、教育は、「今現在をどうするか」というだけでなく、

「未来をどうするか」、「明日をどう創るか」という課題に大きく関わります。したがっ

て教育は、当然のことですが、今の社会の姿だけを前提にして、「このような教育をす

ればよい」と考えるのではなく、「明日の日本社会がどのような状況に置かれるのか、

どうあるべきなのか、その中で一人一人がどのように生きていくのか」ということを意

識しながら行なっていかなければならないと思います。そのような意味で、時代を超え
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て培われなければならない知識、学びの方法、人間としての道徳や倫理等の変わらない

価値を意識することに加えて、時代の動き、時代の変化の方向に対する鋭敏な意識をも

つことが、教育に携わる者にとって大切なことであり、またそれを意識することが大き

な責任であると思っています。 

時代の動きや変化として、私が今特に気になって意識しているのは次の三つの点です。

一つは、言うまでもなく、 近多方面で言われているグローバル化です。グローバル化

は人によって様々な意味を込めることがありますが、要するに私たちを取り巻く社会の

しくみや制度、組織、経済などが世界の様々な国々と深い依存関係、深い相互的な影響

関係の中に置かれるということです。つまり、制度のあり方を考える、組織のあり方を

考える、経済を考える、さらには私たちの生き方を考えるときに、ますます、日本とい

う社会の中だけで完結して考えることはできない状況になってくるということです。 

グローバル化というと、皆様は他人事のように思われるかもしれません。確かに私た

ちは、たとえば海外に旅行に出掛けたときに世界というものを感じますが、それ以外で

は、通常それほど身近に世界を感じられるわけではありません。しかし、今の時代は私

たちの知らないうちに、私たちの日常生活そのものが様々な世界的な流れに取り込まれ

ています。端的には、私たちの日々の生活用品や食品などは、今は海外で生産されるも

のに大きく依存するようになっています。たとえば「土用の丑の日にうなぎを食べる」

ことは、いかにも日本の伝統的な食習慣です。今年は、うなぎの値段が高くなりなかな

か食べることができないという話題が出ていました。これはうなぎの稚魚の不漁もあっ

たようですが、それと同時に稚魚を供給している中国や台湾などの流通市場の影響があ

った、つまり海外での動向が私たちの日常の伝統的な食生活にも関わってきているとい

うことです。 

今から 25 年前に、私は初めてアメリカで１年間勉強する機会がありました。そのと

きに、アメリカのスーパーマーケットに行って様々な商品を買おうとすると、いわゆる

メイド・イン・アメリカがなく、ほとんどアメリカ以外の国で作られた商品が売られて

いました。当時、「一体これはどういうことだろう」と思ったことを今でも覚えていま

す。今の日本はまさにこの状況です。メイド・イン・ジャパンの物を探すことがだんだ

ん難しくなっています。もちろんまだありますが、以前に比べると海外で作られた製品

や食品が非常に多くなってきています。このように、私たちの日常生活に世界そのもの

が深く入り込んできています。これからの時代はますます外国、世界との関わりなしに

は生きていけない、という状況になってくるだろうと思います。 

経済的にも、大きな企業が様々に世界展開をしていることはご承知の通りですが、中

小企業の経営においても海外に活路を見出そうという動きも強まっています。私も「あ

る町の美容院が、今度ベトナムで店を開く」という話を聞いて驚きました。ベトナムで

は美容に対する人々の関心がどんどん高まってきている、これは新しいマーケットだと。

町の普通の美容院です。そのような人たちがベトナムなどの様々な国に出て行くことが

普通に起こるようになっているのが今の時代です。つまり、申し上げたいのは、グロー

バル化は決して他人事ではなく、私たちの日常生活に非常に身近なものになってきてい

るということ、そして若い人たちはおそらく今後さらに、このような環境に置かれてい

くだろうということです。 
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今の時代の特徴として二つ目に申し上げたいのは、これもご承知のことですが、日本

政府の財政的困難、経済成長の停滞です。それと共に、今後の財政的、経済的展開の予

想ができない状況になっている、ということです。国の財政赤字はどんどん膨らんでお

り、長期債務の残高は、現在国民一人あたり 700 万円とも言われています。日本の経済

がここ 20 年あまり伸び悩みが続く一方で、アジアを中心とする発展途上であった国々

の力がどんどん伸びてきています。日本はいわば内と外から厳しい状態に置かれていま

す。このような中で何とかしようといろいろともがいているにも関わらず、なかなか先

が見えてこないという状況から、多くの人々の間に漠然とした不安感があるように感じ

ます。これが、私たちを取り巻いている状況の二つ目のポイントです。 

三つ目は、これも皆様がご承知のことで、少子高齢化の問題です。データで言うと、

昨年の日本の総人口が１億 2,800 万人、65 歳以上の人の割合が 23％です。これが 2050

年時点の予測では、総人口は 9,000 万人になる、つまり 30％減少するとなっています。

65 歳以上の人の割合は 40％以上、現在の倍となっています。人口は 30％減り 65 歳以

上の人が倍になるという変化が起こるだろうということです。このような変化の結果と

して、これからの日本社会の生産力、購買力が落ちてくるのではないか、社会として衰

退するのではないかということが現在危惧されています。2050 年というとまだ先のこ

とのようですが、今 18 歳の若者が 56 歳になり、人生の真っ只中でこのような変化に直

面することになります。 

 

「よりグローバルに、よりタフに」 

以上、時代の方向について三つの点をお話ししましたが、これは私くらいの世代、こ

ちらには私の年に近い方や年配の方もいらっしゃいますが、私たちの世代が経験してき

た高度経済成長の時代とはまったく異なった時代になります。人口がどんどん増え、生

産力が上がり、海外に商品をいくらでも輸出できる、周辺諸国にはまだまだ競争力がな

い、私たちの生活が少しずつでも日々豊かになっていく、このような状況が右肩上がり

で続き、またそれが当然だと思っていた時代とは、これからの時代は大きく違ってくる

はずです。戦後の焼け跡からの復興という大変な時代だったわけですが、それでも今振

り返ってみると、伸び盛りという意味では幸せな時期だったかもしれません。 

今の若い人たちは、先ほど申し上げたグローバル化や経済的な困難、予測の不透明さ、

少子高齢化という大変な時代を生き、日本社会を支え、自分たちの幸せを築いていかな

ければなりません。私たち教育に携わる者はもちろんですが、ある程度の年長者には、

若い人たちの未来をしっかり考える大きな責任があると思います。そこで、若い人たち

がこのような厳しい時代を生き抜いていけるよう、私は学生たちに「よりグローバルに、

よりタフに」と繰り返し言い、教育目標として掲げてそのための取組を進めてきました。

秋入学も、「よりグローバルに、よりタフに」という取組の大きな柱の一つです。 

ここで「よりグローバルに」の意味についてお話しします。それは、単に「英語や他

の外国語でコミュニケーションできる」ということだけではありません。大切なことは、

「今まで自分が生きてきたものとは異なる生活や知識、ものの考え方、価値観などとぶ

つかり合う、そしてそのような異質なもの、多様なものを自分の力として取り込んでい

くこと」であり、これがグローバル化だと思います。自分が今まで経験してきたものと
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は異なったものとぶつかると衝撃を受けます。ショックを受けます。反発もしますが、

「なぜそうなのだろう」と考え、「違った人たちと付き合うにはどうすればよいのだろ

う」と考えることから知恵や工夫が生まれます。そこから人間としての幅も広がります。

また、自分の今までの人生からすると異質なものであっても付き合ってみると案外良い

ものもあると分かり、それに刺激を受けたり、それを自分のものとして使いこなしてい

くという力もついていきます。そのようなことから、グローバル化を経験することで、

国際的な場面に限らず、これからの大きな変化の時代の中で、自分が今まで経験したこ

とがないような新しい場面にぶつかっても、柔軟に考えたり、今までにはできなかった

創造的な工夫ができる力が身に付くだろうと思っています。このようなことから、「よ

りグローバルに」は、端的に言えば、「世界の人々の知恵を自分のものにしていく」と

いうことだと私は思っています。 

ここで一つ強調しておきたいのは、グローバル化は世界の人々の知恵を自分のものに

していくということですが、「自分を世界に合わせる」、「世界の物まねをする」という

ことではないということです。むしろグローバル化の時代こそ、自分というものをしっ

かりもつことが求められると思います。先ほど、「自分とは異質なものとぶつかる」と

言いましたが、そのときに自分が空っぽでは、ぶつかっても何の意味もなく、押し流さ

れていくだけかもしれません。グローバル化と言われる時代こそ、自分というものをし

っかりもち、また日本人としてのアイデンティティ、つまり日本の歴史や文化、生活な

どに対する知識をしっかり学び自覚することが求められると思っています。 

「よりグローバルに、よりタフに」の中で、まず「よりグローバルに」の意味をお話

ししましたが、「よりタフに」の意味についても触れておきたいと思います。私は３年

半前に今の仕事に就きましたが、就任してまもなくの入学式のあいさつで学生たちに

「タフな学生になってほしい」と言いました。「東京大学に入学した学生だから、皆賢

く知識がある、それは分かった。しかしそれだけでは人生は生きていけない」というこ

とを言いました。「タフ」とは、いわゆるタフガイのようなエネルギー満点のハードな

強さではなく、むしろ「しなやかな強靭さ」が私のイメージです。学生にとって知識を

しっかりもち、知的な力をもつことは当然大事なことですが、その知的な力を本当に世

の中で生かしていくためには、タフさが必要だと思っています。つまり、自分の考えを

他人と十分コミュニケーションを取りながら鍛えていくという強さです。また、困難や

反対がある中でも自分の考えをしっかり主張できる強さ、あるいは新しいことにチャレ

ンジしていく強さ、失敗してもへこたれずに何度も立ち直って挑戦していく強さ、この

ようなものをこれからの厳しい時代を生きる若い人たちにはもってもらいたいと思っ

ています。 

私は、「知識をもつことはチャレンジできる力をもつこと」だと言っています。とき

どき、なまじ知識があると危ないことは避け、挑戦を避けてしまうと聞くことがありま

すが、これはまずいだろうと思います。知識というものは、社会が過去から現在へ、現

在から未来へ引き継いでいく社会の共有財産です。確かに、危ないことは避けて小賢く

立ち回ることは個人としてはよいかもしれませんが、知識をもっている者がそのような

姿勢では社会の進歩は止まります。むしろ、知識をもつ者ほど、新しいことに挑戦する

責任や義務がある、というのが私の信念です。借り物の知識ではなく本当の知識をもっ
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ていれば、たとえ挑戦して失敗しても、もう一度、また何度でも挑戦を繰り返して七転

び八起きができる力があるはずだと思います。 

 このようなタフさを養うためには、日頃の粘り強い勉強はもちろんですが、同時に

様々な人間関係を経験し、社会の実際に触れる機会を多くもつ必要があります。秋入学

を提案する際には、高校を春に卒業して大学に入学するまでの半年の期間を活用して、

様々な社会体験、地域体験、国際体験などを行なってもらうことも考えています。これ

には、この期間を、受験勉強で学んだ頭だけの知識でなく、人間的なタフさを身に付け

る 初の機会にしてもらいたいという思いがあります。実際に秋入学が実現する前にも、

夏休み期間を利用して学生たちにこのような経験をどんどんしてもらうことを始めて

います。そのような中で、学生たちは、自分たちのもっている知識がどのような意味が

あるのか、どのような限界があるのか、世の中には自分が知っていることだけではどう

にもならない事柄がどのくらいあるのかを知ることができます。また、ひょっとすると

「自分が一番えらい」と思っているかもしれませんが、「他人のほうがもっとえらい」、

「他人の力はすごい」ということを知ることもできます。こうした経験をぜひ学生にし

てもらいたいと思っています。このように、「よりグローバルに、よりタフに」若い人

たちを育てたいと言っていますが、これは、これからますます少子高齢化が進む中で、

日本社会全体にとっても大切なことです。 

少子高齢化については、申し上げましたように、人口の減少、特に若者が少なくなる、

生産力が落ちる、購買力が落ちるという悲観的な話がよく言われますが、このような未

来のシナリオしかないのかというのが私の疑問です。私どもの大学の経済学の吉川洋先

生は、政府の財政にもアドバイスを行なったり、新聞などでも発言している著名な先生

ですが、先日次のようなことを言っていました。「様々な国の歴史をみていると、日本

もそうだが、人口の増減と経済の成長は必ずしも関係はない。特に日本の戦後の様子を

みると、確かに人口は増えそれに応じて経済も活発になっているようにみえるが、人口

が増える割合以上に、経済が伸びる勢いのほうがはるかに大きい。つまり経済成長は、

労働力のボリュームが増えることも重要だが、新しいものや新しいサービスが生み出さ

れる、 近の流行の言葉を使えば『イノベーション』が次々に登場することによって、

経済成長が達成されてきたのだ」と。つまり経済成長は、もちろん人が増えることも大

事ですが、一人あたりの生産力が大きく伸びることで成し遂げられてきたということが

重要なポイントになります。したがって、これからの日本社会に大事なことは、「人が

減る、人が減る」と嘆くのではなく、一人一人の質的な生産力や新しいものやサービス

を創造していく力をどのように向上させていくかということに真剣に取り組むことで

道が開ける、ということです。 

もちろん、上手くいくためには様々な条件があると思いますが、このようなことも日

本のこれからのシナリオとして十分あり得るわけです。そのために必ず求められる条件

は、一人一人の価値を上げる教育です。これが先ほどの「よりグローバルに、よりタフ

に」という教育のあり方ともつながってきます。「よりグローバルに、よりタフに」学

生を育てることは、単に個人が困難な時代を生き抜いていくだけではなく、明日の日本

社会をたくましく、創造的な知恵をもって支えていける人材を育てるという意味でも、

大切なことだと思っています。 
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衝撃を意識的に作り出す 

時代の動きや変化に対する見通しの中で、このような時代を生き抜ける若者をしっか

り育てたいという思いを込めて秋入学の提案をしています。マスコミなどの報道では、

「これはすぐに実現しそうだ」という空気もありましたが、これだけ大きな改革はそれ

ほど簡単にできるものではありません。大学内のカリキュラムを大きく変えなければな

りませんし、業務の調整や国際化に対応する様々なしくみの整備が必要です。また教育

のあり方を根本的に見直さなければならない、という部分も出てきています。社会の側

でも、就職・採用の時期ややり方、司法試験や医師国家試験など国家資格試験の時期、

春の卒業から秋入学までのギャップタームを学生たちがどのように有効に使うかなど

について、しっかり議論を行ない、多くの方々も一緒に加わって考えていただかなけれ

ばならないことがたくさんあります。 

秋入学の議論をしていると、「大学だけでなく小学校、中学校、高等学校も秋入学に

したほうがよいのか」というご質問を受けることがあります。これはまだまだ議論が必

要なことであり、大学にいる私の立場でどこまで申し上げてよいのか分かりませんが、

グローバル化などの変化の圧力をもっとも受けているのは大学です。また、桜のもとで

の入学式は、大学生になればもういいのではないかと私は思っていますが、小学校、中

学校、高等学校については、やはり桜の季節の入学式に対して心情的な思い入れがない

わけではありません。つまり私の個人的な思いで言えば、小学校、中学校、高等学校は

春でもよいのではという気もしますが、それは改めて皆様で議論していただくことだと

思います。 

このように、秋入学はそう簡単に実現できるものではありません。しかし、いずれに

しても物事の変化は何か大きな衝撃、ショックがなければ起こりません。日本社会は、

戦後とにかくがむしゃらに、どんどん新しいことをやらなければならないということで、

勤勉と挑戦を組み合わせて発展してきました。しかし、1970 年代から 80 年代頃のよう

にある程度の生活水準になってくると、社会の中で自ら衝撃を起こして挑戦しようとい

う力が弱くなってきたと感じます。先ほどの、「なまじ知識をもっているとなかなか動

けない」という話ではないですが、ある程度の生活水準になって社会が落ち着いてくる

と、自らリスクを冒してまで大胆な動きをすることはやりにくくなります。それがしば

しば、社会としても国家としても人間としても衰えていく原因になります。 

改めて考えてみますと、そもそも教育や学ぶことの本質は、衝撃を受けることだと思

います。未だ知らなかったことにぶつかって驚く、それを理解しようとする、何とか分

かろうとする、そのようなことから新しい知恵を生み出し、工夫を考え、新しいことを

覚えるのだと思います。どうも教育、学ぶというと、受験勉強的に、とにかく今あるも

のを覚え込む、答えがある問題を解くためのスキルを磨いていく、ということになりが

ちです。それはそれで大切ですが、同時に教育や学習の場面で衝撃を受ける、ショック

を受けるという経験をどのように創るかがとても大切だと思っています。これは教育の

本質論として、いろいろと議論がありうることと思います。 

いずれにしても、ある程度恵まれた状態に置かれていると、何か意識的な衝撃やショ

ックがなければ、人間も社会もどうしても現状維持に流れていきます。しかし、先ほど
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お話ししたような日本社会が置かれている厳しい状況を考えると、それではまずいだろ

う、それでは明日の日本について夢をもって語ることはできないだろうと思います。意

識的に衝撃を起こして、今まで当たり前と考えてきた感覚、しくみ、やり方を再度見直

してみることが、人間や社会をたくましくし、明日の時代を創っていく力になっていく

と考えています。 

今まで当たり前と考えてきた感覚、しくみ、やり方を再度見直してみることについて、

秋入学の問題に絡めて例を挙げておきたいと思います。それは、「18 歳の学生たちは未

熟か」という問題です。先にお話ししましたように、秋入学の今の計画では、高校の春

卒業と大学の秋入学との間に半年の期間が生じます。そこをどれだけ有効に使えるかが

大事なポイントになってきますが、秋入学導入への慎重論の一つに、「18 歳くらいの若

者は未熟だから、このような期間を上手く使いこなすことはできないだろう。なんとな

く無駄に過ごしてしまうのではないか」という意見があります。確かに、この不安は私

も分からないでもありません。しかし同時に、これを聞いて愕然とした思いがあるのも

事実です。18 歳はもう結婚ができる年齢です。海外では選挙権がある国もありますし、

徴兵制に直面する国もあります。また 18 歳で働き始める、あるいは既に働いている若

者もたくさんいます。それなのにどうして「未熟だから」という議論が出てくるのか、

これが素朴な疑問です。結局これは、「このような年齢に至る若い人の主体的な選択の

力をどのように養っていくのか、どの程度自分に責任を負わせるべきなのか」というテ

ーマに、日本社会が正面から向き合って 善の取組をしてきたのか、ということを根っ

こから問い直さなければならない大問題に関わっています。論理必然的に「18 歳は未

熟だ」というのではなく、私たちの今までのやり方として、そのような育て方しかして

こなかったから、「18 歳は未熟だ」という評価をせざるを得なくなっているのだろうと

思います。もし秋入学によって、春から秋の半年間をしっかり使わなければならない、

18 歳でもそこで自ら選択して責任を負わなければならない場面に必ずさらされるとい

うことになれば、当然、このことを想定して中等教育、初等教育、さらには家庭教育も

変わっていくだろうと思います。このような連鎖反応が起これば、秋入学という衝撃の

もたらす意味はより広がっていきます。 

私くらいの年になりますと、「 近の若い者は…」という言葉がそろそろ口をついて、

つい出てくるのですが、その責任は、「家庭にある」、「小学校だ」、「中学校だ」、「いや

大学だ」と押し付け合って、結局何も変わらないまま過ぎてきたように思います。この

ような状況は若い人たちにとって不幸なことですし、そこから次の時代を創っていくた

めの力や発想は十分には生まれてきません。どこかで変化のきっかけとなる衝撃を思い

切って引き起こさなければ、何も変わらず現状がズルズルと続いていく、場合によって

は衰退していくことにもなりかねないと思っています。 

もっとも、このような衝撃を意識的に作り出す必要があると言いましたが、それは煙

のないところに火を起こそうという話ではありません。実は、すでにあちこちでいろい

ろなものがくすぶり始めている、つまり、このような衝撃の小さな兆候を私たちは日々

受けているはずなのです。先ほど私が、時代の変化や動きについて三つばかり話しまし

たが、ここにいらっしゃる皆様もそのような変化を漠然とは感じていらっしゃると思い

ます。ポイントは、それを衝撃として意識的に受け止め、今積極的にそれに対処しよう
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とするかどうか、というところにあります。 

あまり上品な言葉ではないのですが、皆様は「ゆでガエル」というたとえ話を聞かれ

たことはおありでしょうか。これはカエルには気の毒な話なのですが、カエルを熱湯に

放り込むと、当然カエルは驚いて跳ねて飛び出そうとします。ところが、カエルを 初

は水の中に入れて徐々に水を温めて温度を上げていくと、カエルは温度の変化をよく感

じられないまま死に至ってしまうという話です。これは、実験科学的には必ずしも正し

くない、つまり水温が上がればやはりカエルは飛び出そうとするそうなのですが、ビジ

ネスの世界では「環境変化に対する対応の遅れは致命的になる」というたとえ話として

よく使われてきました。つまり、人間も環境の変化が急激であれば、それを意識してす

ぐに何とか手を打とうとする、しかし、緩やかな変化であればなかなか対応しようとは

せず、「まだ大丈夫だろう」と思っている間に手を打つタイミングを失ってしまうとい

う話です。先ほど取り上げました、日本を取り巻く厳しい環境とそれへの対応は、この

たとえ話と似たところがあります。環境の厳しさは突然激しい形でやってくるのではな

く、じわじわと私たちの回りに押し寄せてきています。そこで手遅れにならないために

は、私たちの置かれている環境の厳しさを意識的に強調して、衝撃を引き起こすことが

必要だということです。 

 

「絆」がより大きな強さを生み出す 

さて、これまで「明日を創る教育」の大きな柱として、「よりグローバルに、よりタ

フに」というお話をしてきました。そしてそれを思い切って進めていくために、自分た

ちで意識的にある種の衝撃を引き起こすことが必要だということを申し上げてきまし

た。しかし、私たちは昨年、これからの社会のあり方に関わる大きな衝撃を自然界から

受けました。言うまでもなく、昨年３月に起きた東日本大震災です。この衝撃は「明日

を創る教育」を考えるうえでも大切なことを教えてくれているように思います。東日本

大震災が与えた衝撃は、おそらくこの場におられる多くの皆様には 17 年前に起きた阪

神淡路大震災のご経験と重ね合わせて、より身近にご理解いただけるのではないかと思

います。 

昨年の東日本大震災は、すさまじい犠牲と被害から私たちに大きな衝撃を与えました

が、震災後は、「頑張ろう」、「負けないぞ」、「寄り添おう」などの様々な励ましの言葉

や、自分を奮い起こそうとする言葉が飛び交いました。その中でおそらく皆様の記憶に

もっともよく残っているのは、「絆」という言葉ではないかと思います。私たちの大学

は一部の研究施設が三陸にあるのですが、そこが大きな被害を受けたこともあり、この

大震災の後、被災地の救援復興支援にいろいろと関わってきました。私も何度か被災地

に行きましたが、そこで実感したのは、やはり「絆」、人々のつながりでした。 

そのときの思いを込めて、本日お配りしている資料の 後に、「生きる。ともに」と

いうメッセージを掲載させていただきました。これは昨年５月に出したメッセージです

が、これからの私たちの大学の救援復興支援の柱に置かれるべき考え方をまとめたもの

です。ここで触れている「ともに」、「絆」という考え方が、震災後の一時的な流行語に

とどまらず、風化することなく、震災からの復興はもちろんのこと、さらにこれからの

日本社会を創っていく基本の柱の一つにならなければならない、というのが私の思いで
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す。「よりグローバルに、よりタフに」育っていく若い人たちが、単に個人として頑張

るだけでなく、同時に「絆」、「ともに」という思いを携えてこれから活動してくれれば、

今後の日本社会にとってこれほど力強いものはないと思います。 

このところ日本の社会では、人々の関係がどうしても疎遠になっており、かつての共

同体的な人々のつながりや温かさが薄れていく、このようなことが地域でも家庭でも職

場でもみられる、と言われてきました。しかし、大震災をきっかけに、改めて「絆」が

何か頭で教え込まれるものではなく、心の中から絞り出される言葉として生まれ、語ら

れた、ということが大変重要なことだったと思います。「絆」は、大震災によって人の

つながりや家や物、体も心も打ち砕かれているときに、物心両面に渡って本当に人々を

支えてくれた言葉だったと思います。しかし「絆」は、非常のときや緊急のときだけで

なく、本来日常的にあるべきものだと思います。家族であれ、地域であれ、職場であれ、

「絆」があってこそ、人々はより大きな力を発揮したり、心安らぐことができます。 

一時、自己責任という言葉が盛んに用いられました。それはそれで、大変大切なこと

だと思いますが、それだけに頼るのはあまりにも寒々とした世界だと感じます。「この

ようなことは一人ではできない」と言うと、どうもそれは弱さのように受け取られがち

かもしれませんが、そうではないと思います。「一人ではできない」という思いは、む

しろ強さを生み出す、つまり他の人と絆をもつことによって、より大きな強さを生み出

すことができる、そのような強さを現実的にも精神的にも生み出すことができる大切な

きっかけになるはずです。そのような意味で「絆」は、昨年の大震災をうけて私たちの

心の底から生み出された、「心底感じた」言葉ですから、すぐに風化させるのではなく、

これからの日本社会を創っていく基本的な柱としてぜひ生き続けさせたいと思います。 

もちろん、そのような思いをどのように伝えていくか、教えていくかは大変難しいこ

とです。いずれにせよ、それは頭で教え込むことではなく、実際の経験を通じてしか身

に付かないものだと思います。私どもの大学の学生も含め、若い人たちは、被災地のボ

ランティア活動に行ったり、企業でインターン的な体験をしたり、修学旅行風に集団と

して行くのではなく国際体験として一人で世界に出て行き、寂しい思いをしながらもそ

こで人のつながりの温かみやありがたさを実感する、そのような経験によって「絆」と

いうことを学ぶのだと思いますし、私たちはそのための機会や工夫をさらに一層考えて

いきたいと思っています。 

 

このように、大震災というすさまじい衝撃がもたらした私たちへの教えを、明日の社

会を創る教育の柱の一つとして生かしていきたいというのが、私のもう一つの思いです。

グローバルな感覚をもち、タフに生きていける若者、そして同時に人間としての存在の

根本にある「絆」を大切にしていける若者、そのような人たちを育てる教育が明日の日

本を創っていくのだと思っています。ぜひ、そのような若い人たちが、これからこの明

石の町から育ち、この地域の明日のために、そして日本社会、さらには国際社会の明日

のために一人でも多く活躍してくださることを願って、私のお話を終えさせていただき

たいと思います。ご清聴ありがとうございました。 

 

以  上 


