
教職研究

2013. 第 6 号, 19-29                                                                    

19
 

道徳教育における「超越」・「超越性」の位置づけをめぐって 

―シュタイナー教育の実践を手がかりとして― 

 

河野 桃子（信州大学 全学教育機構  教職教育部 講師）

 

 

1．はじめに 

 平成元年度版の学習指導要領以降、道徳教育で指導すべき内容項目が 4 つの視点に整理

され、その第 3 の視点として、「主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること」が

掲げられることとなった。例えば平成 20 年度版の『中学校学習指導要領解説  道徳編』で

は、その内容について次のように示されている。

 （1）生命の尊さを理解し、かけがえのない自他の生命を尊重する。

 （2）自然を愛護し、美しいものに感動する豊かな心をもち、人間の力を超えたものに対

   する畏敬の念を深める。

 （3）人間には弱さや醜さを克服する強さや気高さがあることを信じて、人間として生き

   ることに喜びを見いだすように努める。

この内容を見ると、なかでもとくに（ 2）の「人間の力を超えたものに対する畏敬の念」と

いう記述に顕著であるように、それが、我々が普段身を置く、意味や因果の網の目を「超

越」した存在を示唆していると読み取れることから、上の第 3 の視点（以下、単に「視点

3」と記述）に対しては、宗教教育と絡めての批判的な見解が多く出されている。

 周知のように宗教教育は、①「宗派教育」、②「宗教知識教育」、③「宗教的情操教育」

の 3 つに分けて考えられてきた。①の「宗派教育」は、特定の宗教に立脚するものであり、

わが国の国公立学校（以下、単に「公立学校」と記述）で行うことは教育基本法第 15 条（旧

教育基本法第 9 条）によって禁止されている。②の「宗教知識教育」は、特定の宗教に偏

ることなく、宗教に対する客観的な知識を与えるものであり、公立学校においても問題な

く行うことができる。そして③の「宗教的情操教育」については、その意味するところが

多義的で曖昧であるために、公立学校でも行うことができるかどうかの意見対立が生じて

いる。こうした現状から、上述の「視点 3」についても、そこに示される「超越」的な存在

への配慮について、

 【A】①の「宗派教育」とは明確に区分される仕方で、③の「宗教的情操教育」として成
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  立し得るとする立場

 【B】③の「宗教的情操教育」である限りは①の「宗派教育」であることを免れ得ないと

  する立場

 

という相反する枠組みから、解釈がなされているのである。以下ではまず、上記【A】、【B】

二つの立場、および、そもそも「視点 3」を「宗教的」情操教育とは言い得ないとみなす立

場について、詳細を確認する（第 2 節）。その後、確認作業のなかで浮上してくる「超越」・

「超越性」の概念について、それらを教育実践のなかで重視している「シュタイナー教育

（Waldorfpädagogik）」の「自然宗教的情操教育」、「多元的宗教文化教育」を例に検討を行

う（第 3 節）。また、先行研究ではこれまで取り上げられてこなかった、シュタイナー学校

の教師の眼差しにおける「超越」への志向と「超越性」の関係について概観し（第 4 節）、

最後に、今後の展望を述べたい（第 5 節）。

2.「視点 3」をめぐる先行研究の確認

 本節は、上述の【A】、【B】二つの立場について確認を行うことから出発する。まず【A】

について、例えば家塚高志は、道徳の 4 つの視点が提示された平成元年以前のことではあ

るが、「宗教的情操」を次のように定義している。

  さまざまな価値を根源まで掘り下げていくと、必ずぶつかるものが、いのちである。

 〔…〕ところで、いのちというものは、人間のものであるにもかかわらず、人間の自由

 にはならない面をもつ。〔…〕これをいのちの神秘性と呼んでよいと思う。いのちの根源

 にはこのような神秘性があるという認識から、いのちの尊重という理念が生まれる。こ

 れは哲学的な理念である。更にその神秘性に打たれて心がおののくという感動が加わる

 と、いのちへの畏敬という情操になる。これは宗教的情操である。（家塚 1985、28-29 頁）

さまざまな価値の源を「いのち」に見出し、その神秘性を畏れ敬う感情こそが、すべての

宗教に共通する普遍的な「宗教的情操」であるとする。そしてこの、「究極的・絶対的な価

値に対する心のかまえ」（同、35 頁）に支えられることで人は、「どのような生き方をしよ

うとそれはその人の勝手で、快楽を求めなければ損であり、いやになれば自殺すればよい、

道徳などは守る必要はない」（同）といった、いわば「経験の次元に止まる価値観」（同）

を超出し、人格の完成に向けて陶冶されることが可能になると考えられているのである。

ここで述べられる「宗教的情操」は、すべての価値の普遍的な根源に向かうものであって、

「特定宗教とはかかわらないもの」であるから、それは、「国公立学校に於いても、真剣に

〔…〕とりくんでいかなければならない」（同）問題とみなされる。この記述は 4 つの視点
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の提示に先立つものであるが、家塚の定義に引きつければ、「視点 3」は、特定宗教とは関

わらない「いのち」への「畏敬の念」を育てる教育と解釈でき、公立学校でも取り組まれ

るべき課題として認められることになるだろう。

 吉田敦彦は、このような「宗教的情操」観に基づく教育を、「生命の根源への畏敬」や「ア

ニミズム的な自然宗教」と重ね合わせて「自然宗教的情操教育」と呼び、「このような「組

織宗教」以前的な自然宗教的情操であれば、子どもの教育に取り入れていくことが比較的

可能である。実際に、学習指導要領の道徳教育の規定においても見られるものであり、〔…〕

国公立学校の教育領域に含ませることができる」（吉田 2009、214 頁）と評している。こう

した形で「宗教的情操」を捉える立場に立てば、吉田自身も記しているように、「視点 3」

について配慮することは、公立学校での道徳教育との間に矛盾を生じさせるものではない。

 では次に、【B】について。加藤西郷は、「特定の宗教と無縁の宗教的情操などあり得ない」

（加藤 1999、128 頁）とする立場から、「宗教的中立」を求めることが、結果的に宗教に関

する「知」と「信」の分断につながり、例えば「自らの生きる指針をどこに求めるかとい

う問いに対しては、〔…〕合理的な科学的な判断に基づくことを第一義的にあげながら、反

面、自然に対する態度においては奇妙な神秘感におちいり、自然崇拝や祖霊崇拝におちい

っている」（同）というアンビバレントな態度を青少年に呼び起こす一因になってきたと見

ている。このため、加藤にとって「視点 3」は、いかに「宗教的中立」を謳ったとしても、

「明らかに宗教的情操の特質を示す「畏敬の念」が徳目として登場している」（同、124 頁）

という点ですでに問題含みである。加藤は、今後は「反宗教的思想も含めた広く宗教に関

する科学的な認識とも言うべきものが、少なくとも中・高校の教育課程において準備され

るべき」（同、129 頁）であると述べ、「超越」的な次元に関しては、あくまで学問的知識の

領域でのみ扱うべきであるとしている。この立場では、公立学校で「超越」の次元を扱う

ことは、②の「宗教知識教育」と、それに基づく宗教批判能力の育成に限定されることに

なる。

 また、山口和孝は、「視点 3」における「畏敬の念」を、「宗教的観念」であるとし、そこ

では対象の「超越性・超自然性」の感得が前提となっていると述べる。それはすなわち、

国家が、学校教育の道徳として超越的存在があることを認めたことを意味しており、「極端

に表現すれば、学校が一方で科学教育を行いながら、道徳教育においてはオカルト的な世

界観を広げている」ことになるという。この点に山口は、「超越的な存在を認められない人

は非道徳的な国民であるという排除の論理」を読み取り、批判している（山口 2007、166-

167 頁）。

 ただし、同じ【B】でも、吉田敦彦が言うところの「多元的宗教文化教育」という可能性

も残されている。これは、「特定の一つに偏らないように、できるかぎり多様な宗派宗教を

バランスよく、ときには行為実践も取り入れた身体的・情動的な体験を通して学習する」

（吉田 2009、213 頁）というものである 1。特定の宗派を離れた、中立的な宗教的情操があ

─ 23 ─

道徳教育における「超越」・「超越性」の位置づけをめぐって



 
 

教職研究 第 6 号

22
 

り得ないと考えるからこそ、できるだけ多くの宗派に触れてみることで、バランスの取れ

た宗教的情操を育もうとする。そこでは確かに「一つひとつの体験は、本格的な宗教体験

とはならないが、それでも、多様な宗教文化にふれることで、寛容の態度や相互の理解に

役立つ」（同）と考えられる。このような見方をすれば、「視点 3」についても、認知面だけ

に限定されない形での教育の可能性が浮上する。

 つまり、「視点 3」に関する教育は、【A】の立場であれば「自然宗教的情操教育」として

可能、【B】の立場であれば、「多元的宗教文化教育」という形をとった宗教的情操教育とし

て行うか、もしくは、認知面に限定すれば可能（つまり、②「宗教知識教育」としてのみ

認められ得る）ということになる。

 さらにまた一方で、岩田文昭のように、「視点 3」に述べられる「畏敬の念」は、そもそ

も宗教的情操と結びつけることはできないとみる立場も存在する。岩田は、1966 年の中央

教育審議会答申の別記として発表された「期待される人間像」で示されていた、「生命の根

源すなわち聖なるものに対する畏敬の念」が、宗教性をそぎ落とされ「平板化」（岩田 2007、

91 頁）していった過程について検証を行い、学習指導要領における「畏敬の念」が「宗教

的情操教育」の名に値するかどうかについては、「議論が分かれる」と述べている（同、92

頁）。

岩田によれば、「期待される人間像」作成の中心人物であった高坂正顕が提起した「宗教

的情操」は、単に現在の意味や因果の連関を超えたところに神や仏などの「超越」的存在

を想定し、それを「対象」として「畏敬の念」をはらうことを意味していたのではなかっ

た。高坂は、「真理は常に彼岸にあるのではなく、同時に此岸に帰り来るところにある」と

述べ、「「超越」は「逆超越」を含まなければならない」としていた。つまり、「生命の根源」

の次元を対象化して、そこに「畏敬の念」をもった主体として相向かうのでなく、「超越」

の方を志向しながら、同時に現在の足元に「逆超越」してもいる、主客がはっきりと分化

していないようなあり方こそが、本来の「宗教的情操」であったとするのである（同、88-

91 頁）。文脈は異なるが、西平直の言葉を借りるならば、「期待される人間像」では、「脱主

体化・脱構築・無作為の方向」に向かう「超越」と、「主体化・構築・作為の方向」に向か

う「発達」との交叉反転である「超越性」（西平 2009）が、道徳教育との関連で論じられて

いたのに対し、後の学習指導要領では、「超越」的存在が「自然」、「美」などに纏められ 2、

それらを「対象」とした情操を「発達」させることを主眼とするようになってきたと言い

換えることができるだろう。

 そうであるならば、「人間の力を超えたもの」をその「対象」としている時点ですでに、

「視点 3」における「畏敬の念」は、「宗教的情操」がもともと意味していたところからは、

大きく変質してきていると言わざるを得ない 3。このような意味で上述のように、「視点 3」

に関して、宗教性の「平板化」という言葉が使われていたのであった。こうした過程を背

景として岩田は、道徳教育における「宗教性」を明確に位置づけるために、「宗教」概念に
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ついて、現場の実態と照らし合わせた形での詳細な検討が必要であるとしている（岩田

2007、101 頁）。

 ここでさらに岩田の議論に添いつつ、道徳教育における「宗教性」には、（「超越」と「逆

超越」が「即」であるような状態を指す）「超越性」と捉えられる側面と、単に「対象」へ

の「畏敬の念」を払うこととして（岩田によれば屈折した形で）捉えられている側面とが

あるとするならば、道徳教育における「超越」・「超越性」の位置づけについて検討してお

くことは、また、道徳教育における「宗教性」の問題を考える上でも必要な作業になると

考えられる。

 本稿では、その検討に向かう端緒として、シュタイナー教育に手がかりを求めてみたい。

なぜならシュタイナー教育は、吉田によって、先述の「自然宗教的情操教育」、「多元的宗

教文化教育」に取り組む教育法として取り上げられ、評価されており（吉田 2009、213-215

頁）、そのことからも分かるように、「超越」・「超越性」が教育実践のなかできわめて重視

されていると考えられるからである。

3．シュタイナー教育実践における「超越」の位相への配慮 

 シュタイナー教育とは、オーストリア（現クロアチア）に生まれ、ドイツ・スイスを中

心に活躍した思想家ルドルフ・シュタイナー（Rudolf Steiner 1861-1925）によって生み出さ

れた教育思想と、それに基づく実践を指す。シュタイナー教育を行った最初の学校は、シ

ュタイナー自身が存命中の 1919 年にドイツ・シュトゥットガルトに創設されたものであ

るが 4、以後、学校数は、第二次大戦中の弾圧期を除いて、世界的な増加を見せている。（な

お、2013 年現在、世界 60 カ国に 1025 校のシュタイナー学校が存在している 5。）

 この教育法は、12 年間一貫の教育を行い、うち 8 年間はクラスのメンバーも担任も（原

則として）変更がないことや、芸術的な要素を（とくに児童期に）多く授業に取り入れて

いること、数字による成績評価がなされていないことなど、数多くのユニークな特徴によ

って知られている。そしてなかでも本稿と関連の深い特徴としては、広瀬俊雄によって指

摘されているように、宗教教育が、その道徳教育において非常に重要な役割を果たしてい

るという点を挙げることができる（広瀬 2009、351 頁）。

 ただし、宗教性に重きを置く一方で、シュタイナー教育は、特定の宗派に限定した宗派

教育を行う教育法でもない。この微妙なあり方について、吉田は次のように記している。

  この学校には、いわゆる物質的な価値だけでなく、精神的な価値を大切にして子ども

 を育てることに意識的で、多様な宗教的バックグラウンドをもつ家庭が参加している。

 他方、入学時の案内には、シュタイナーの「教育理念」に基づく実践をするのであって、

 「特定の宗教」を教えるものではない、と明記されている。シュタイナー学校は、特定
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 の宗派の教義に基づく宗教を教育しようとするものではない。宗派立の私立学校にある

 ような「礼拝」の時間が設けられているわけでもない。それでいて〔…〕なにほどか「宗

 教的なるもの」を積極的に、正面から、日常の授業のなかに取り入れている。（吉田 2009、

 206-207 頁）

それでは、「宗教的なるもの」を日常の授業のなかに取り入れるとはどういうことなのか。

以下では、「自然宗教的情操教育」、「多元的宗教文化教育」のそれぞれについて吉田が挙げ

ている具体例を参照してみることとしたい。

（1）「自然宗教的情操教育」

 こちらの例として挙げられているのは、植物について学ぶ 5 年生の理科的な総合学習の

時間である。子どもたちは、 5 月の裏山で渦巻状のゼンマイがシダの葉に広がるのを観察

し、エポックノート 6に、絵とともに次のような言葉を添えるという。「内にひめた力を、

すこしずつほどくと、おどろくほどせん細な、うすい葉が広がる。光をあびて新たな命が

こぼれる。」（同、201 頁）表れている事実をそのまま受けとめることと並んで、それを「超

越」する次元――先ほどの家塚の言葉を借りるならば、「いのち」と呼び得る次元――に対

する情操の育成が、ここでは同時に目指されている。

（2）「多元的宗教文化教育」

 こちらの例としては、季節に応じた祝祭行事が挙げられている。一例とされている京田

辺シュタイナー学校のある年度の祝祭行事では、シュタイナー教育が生まれたヨーロッパ

に由来するもの（メイポールダンスやミカエル祭、ランタン・ウォーク、クリスマス生誕

劇など）と、日本の文化に根づいているもの（七夕、お月見、正月、節分など）とが混在

しており（同、203-205 頁）7、そのそれぞれに触れるなかで、「超越」の次元に対するバラ

ンスのとれた情操が培われていると考えられている。

 さて、上記（1）、（2）はともに、シュタイナー教育の実践のなかで、子ども達の「超越」

の次元に対する情操がどのように育まれているかの具体的な事例である。しかし、シュタ

イナー教育において「超越」が意識されるのは、これらの場面に限られるわけではない。

吉田の記述にも示唆されているように、「超越」の位相（なお、吉田は「宗教的なるもの」

との言葉を用いている）は、「教師たちの立ち方や子どもへの眼差し、親たちが心を込めて

相当の部分を手づくりした校舎や教室の雰囲気、それぞれの季節に応じた祝祭行事や多様

な宗教文化の体験……。それら全てのなかに浸透しているもの」（同、 206 頁）であって、

授業実践という形をとって現れていない所でも、教師たちの意識に保持されていると考え

られるのである。
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 その一つの事例として、すぐ上の引用にもある「子どもへの眼差し」に伴う「超越」へ

の志向を挙げることができる。以下に詳しく見ていきたい。

4．教師の眼差しにおける「超越」への志向と「超越性」  

 

 かつて拙稿において検討したように（河野 2011）、シュタイナー教育を行う教師が子ど

もを見る際の眼差しには「超越」への志向が含まれていると言うことができる。シュタイ

ナー教育が基盤とするシュタイナーの人間観は、後期思想において、神智学思想を通じて

「再受肉（Reinkarnation）」（生まれ変わり）論を取り入れている。このため、シュタイナー

教育において人間は、（大まかな区分で見た場合 8）誕生から死までの間の、現在の名前と

不可分に結びついた「人格（Persönlichkeit）」としてだけでなく、そうした「人格」として

の数々の人生に「受肉（ Inkarnation）」しつつ一貫する主体、「個人（ Individualität）」として

もまた眼差されることになる。

 ただし、シュタイナー自身が、「超感覚的認識」を獲得していた、つまり、「通常の」感

覚によって捉えられるところを「超越」して「個人」としての人間を認識することができ

た、とされているのとは異なって、シュタイナー学校の教師たちは、（おそらくはそのほと

んどの場合において）そのような認識を獲得しているわけではないと考えられ、またそれ

は、教師になる上での前提条件ではないこともシュタイナー自身によって明言されている

（Steiner1987, S.341=63 頁）。では、教師達はどのように子どもたちを「人格」としてと同

時に「個人」として眼差しているのだろうか。

  ①まず、「生まれ変わり」の主体である「個人」の位相は、通常の意味では認識されな

  いものである以上、「人格」のなかの認識され得る部分を手がかりに「想像」される。

  ②しかし、そこで想像される内容は不完全なものにならざるを得ないため、「完全な認

  識」という、主客未分の一元的な境地へと自分が向かいつつあるという意識 9を起点と

  して、そこから照らし返されることで、常時組み替えられていく。

つまり、先の言葉を用いるならば、「超越」と「逆超越」が「即」であるような状況（「超

越性」）を想定し、そこを基点とすることで、それぞれの子どもの「超越」の位相を同時に

眼差すことが可能になっていると言えるのである。

 シュタイナー教育のなかでもとくに、こうした教師の眼差しにおける「超越」への志向

と「超越性」の関係がもっとも見えやすいのが、「オイリュトミー療法（Eurythmietherapie）

（治療オイリュトミー（Heileurythmie））」 10の実践であると考えられる。「オイリュトミー

（Eurythmie）」とは、 1911 年にシュタイナーによって考案された表現舞踊を指す言葉であ

り、ギリシア語で「美しい」を意味する「オイ（ eu）」と「リズム」を意味する「リュトミ
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ー（ rythmy）」から成り立っている 11。オイリュトミーは、やがて 1920 年代に「言語オイリ

ュトミー（Lauteurythmie）」、「音楽オイリュトミー（Toneurythmie）」、「演劇的オイリュトミ

ー（dramatische Eurythmie）」、「教育的オイリュトミー（ pädagogische Eurythmie）」、「治療オ

イリュトミー」に分化していった（Zander2008, S.1186）。そのなかの治療オイリュトミー

（オイリュトミー療法）とは、人間の調和や健康の向上に特化したオイリュトミーを指し

ている。

 1963 年よりキャンプヒル 12の施設で治療教育に携わったフルゴシは、現代に増加してい

る現象として運動障害・言語障害を挙げ、それらを「受肉プロセスの根本的な障害」とし

て理解すべきであると述べている（ Fulgosi1997, S.13）。つまり「超越」的な主体としての

「個人」が、眼前の「人格」にスムーズに浸透していないことが不調和の原因と見立てら

れているのであり、その浸透を促すことがオイリュトミー療法の治療的作用につながると

いうことになる。この点について、医師でありオイリュトミストでもあるボルトは次のよ

うに述べている。

  治療するということ（Heilen）が意味するのは、自我（ Ich）のために道を整えてやる

 ということである。その際、絶対に忘れてはならないのが、この自我が霊／精神的な

 （geistig）あり方をしているものであって、自然的な（ natürlich）自我ではないというこ

 とである。（Bort1998, S.216）

先述の「人格」と「個人」は、シュタイナー思想において、「低次の自己」と「高次の自己」

と呼び換えられることもあり、自我の多層性を構成する層と捉えることができる（河野

2010、18-20 頁）。つまりこの引用からも、オイリュトミー療法の治療が、「個人」（霊／精

神的なあり方をしている自我）の「人格」（自然的な自我）への受肉を助けることであるこ

とが読み取れるのである。

 詳細は別稿に譲るが、治療過程をこのように捉えるオイリュトミー療法においては、子

どもの「超越」的位相を眼差さざるを得ないのであり、その眼差しのもとで、これまでの

数多くの治療的作用が確認されてきたと言うことができる。またここで言う治療的作用に

は、「道徳教育的」と呼び得るものも含まれていると考えられることから 13、上述の眼差し

について明らかにしていくことは、より一般的に、教師の眼差しがもつ「超越」への志向

と「超越性」の関係を、道徳教育の観点から位置づけ直す上でも有効であると言えるので

はないだろうか。

5．おわりに 

 以上、本稿では、「視点 3」をめぐるさまざまな立場を出発点に、道徳教育において「超
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越」・「超越性」を位置づける必要性を提示した。その際、手がかりを求めたシュタイナー

教育の実践を検討するなかで見えてきたのが、道徳教育における「超越」・「超越性」を考

慮する際、児童・生徒だけでなく、これまで議論の主題とされてこなかった、教師の「超

越」・「超越性」への態度もまた、考察の対象となる必要があるということである。  

 今回注目したオイリュトミー療法についてさらに考察を深めるために、今後は、その実

践を行うオイリュトミー療法士へのインタビュー調査を行い、実践の場での児童・生徒に

対する眼差しがどのようなものであるのか、具体的に明らかにされる必要があると考えら

れる。また同様に、治療を受けた（ている）児童・生徒へのインタビュー調査を行い、そ

の「効果」がどのようなものとして感じられているのか（あるいはまったく感じられてい

ないのか）、とくに道徳的な側面について明らかにされねばならない。以上を今後の課題と

して提示し、本稿を閉じることとしたい。  
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【註】  

1 吉田は、③の宗教的情操教育に対するスタンスとして、【A】の「自然宗教的情操教育」、

【B】の「多元的宗教文化教育」の他に、「日本国民としての一般的な宗教的情操」を主張す

る立場を挙げ、そこに、戦前に国民精神の総動員体制を求めた際の「国家宗教的情操教育」

との接近を指摘している（吉田 2009、 210 頁、 214 頁）。
2 岩田は、学習指導要領で「畏敬の念」の「対象」とされている「人間の力を超えたもの」

として、とりわけ「自然」、「美」が強調されている点に注意を促している。わが国の公立の

学校教育では特定の宗教に拠らないために、神や仏を取り上げることができず、結果とし

て、「超越」的存在が「自然」や「美」のみに縮減されることになったのである（岩田

2007、 90 頁）。
3 貝塚茂樹は、岩田の論文を引用しつつ、「この〔「期待される人間像」と学習指導要領との

間の〕「断絶」が〔これまで〕自覚されなかったことが、「宗教的情操」をめぐる論議を錯綜

させ、実質的な深化を妨げてきた主な要因であった」（貝塚 2010、 115 頁、〔〕内は引用者に

よる、以下同様）と述べている。この立場から見れば、先の加藤、山口は、「視点 3」の「畏

敬の念」を、「期待される人間像」で述べられた「永遠絶対的なもの」や「聖なるもの」と地

続きの概念とみなしており、上述の「断絶」を捉え損なっていることになる。
4 第 1 節で述べたように、「シュタイナー教育」は、ドイツ語では（ ”Steinerpädagogik”ではな

く） ”Waldorfpädagogik”と呼ばれるが、これは、第一校目がもともと「ヴァルドルフ・アスト

リア煙草工場（Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik）」で働く労働者・職員の子どものために創設

されたことに由来している（広瀬 1988、 24-25 頁）。シュタイナーは、彼の思想に深い理解と

共感を示した同工場の社長エミール・モルト（Emil Molt 1876-1936）の要請に応じて、労働

者・職員に対し講演を行っており、それが彼らの賛同を得たことが学校の創設へとつながっ

ていった。なお、英語圏では ”Waldorf education”とも ”Steiner education”とも呼ばれる。日本で

は、 1970 年代にシュタイナー教育を日本に紹介し、大きな反響を呼んだ子安美智子『ミュン

ヘンの小学生』（子安 1997）に倣い「シュタイナー教育」と呼ばれることが多いが、近年で

は「ヴァルドルフ教育」の呼び名も浸透しつつある。
5 以上のデータについては、「シュタイナー教育・友の会（ Freunde der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners）」、「ゲーテアヌム・教育セクション（ Pädagogische Sektion am Goetheanum）」、「自由

ヴァルドルフ学校連盟（Bund der Freien Waldorfschulen）」によって発行されているリス
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ト、 ”Waldorf World List 2013”を参照した。
6 シュタイナー学校では、教科書を使わない代わりに、授業の内容や板書等をノートに書き

つけることで、いわば手づくりの教科書を作成する。このノートが、「エポックノート」と呼

ばれるものである。
7 京田辺シュタイナー学校で実践に携わりつつ、シュタイナー学校における祝祭について研

究を行う纐纈好子によれば、シュタイナー教育の生まれたヨーロッパとは異なった文化的背

景をもつアジア諸国のシュタイナー学校において、祝祭行事の行われ方は次の 3 つに分類す

ることが可能であるという。A)まったく地域性に根ざした祝祭を行っている、B)バルドルフ

〔＝シュタイナー教育〕・オリジナルの祝祭を行っている、 C)バルドルフ・オリジナルと地域

性に根ざした祝祭の並存（纐纈 2009、 71 頁）。纐纈はこの分類を、「普遍性」と「個別性」と

いう観点から整理し、C)の方針について、「「バルドルフ・オリジナルの祝祭はキリスト教の

祝祭（個別性）だからやらない」のでもなく、「普遍的な祝祭だからどこでもやればよい」と

いうのでもなく、「普遍的であるがゆえに個別な地域性の中に開花させたうえで、取り組む」

という第三の道」（同、 75 頁）として評価している。
8 シュタイナーは人間を、文脈によって、「物質体（ Physischer Leib）」、「エーテル体

（Ätherleib）」、「アストラル体（Astralleib）」、「自我（ Ich）」の 4 つの層からなる存在として

も捉えている。このなかの自我の働きかけによって、他の 3 つの「体」がどのような変化を

遂げると考えられているかについては、西平 1997、 215 頁の註 24 に詳しい。
9 シュタイナーは前後期を通じ、認識の限界を固定的なものと捉える立場に対し批判的に向

き合い、「認識の拡大」を要請し続けた。このため、シュタイナーの思想を学ぶ教師達にとっ

て、主客未分の一元的認識は、そこに向かうべき確かに可能な到達地点としてイメージされ

ているはずであり、また、多くの教師が、シュタイナーによって詳細に記された手順に基づ

いて「認識の拡大」のための努力を行っている（河野 2011、 6-7 頁）。
10 この実践は、後述のように当初は「治療オイリュトミー」と呼ばれるのが一般的であった

が、近年では「オイリュトミー療法」の呼び名が療法士を中心に浸透してきている。
11 「オイリュトミー」は元々、舞踊史上に存在した概念であったが、シュタイナーの妻であ

るマリー・フォン・ジーフェルスがこの名称を採用して以来、次第にシュタイナーによる舞

踊芸術のみを指して用いられるようになった（ Zander2008, S.1188）。例えば、エミール・ジャ

ック＝ダルクローズの「リトミック」も、英語では「ユーリズミックス（ eurhythmics）」であ

り、語源を同じくするものであることが指摘されている（柴山 2011、 184 頁）。
12 キャンプヒル共同体とは、学習障害やメンタルヘルス上の困難、その他特別なニーズをも

つ人々に、成熟した尊重と平等の雰囲気のなかで他者とともに生活し、学び、働く機会を提

供する場であり、シュタイナーの思想に基づいている。現在、 20 カ国以上に 100 を超えるキ

ャンプヒル共同体が存在する。（キャンプヒル運動のホームページ ”Camphill:  Around the 
world”（ http://www.camphill.net/）より。最終閲覧日 2013 年 6 月 1 日。）
13 シュタイナーが、オイリュトミーの学び手に対し行った連続講演『見える言葉としてのオ

イリュトミー（Eurythmie als sichtbare Sprache）』第 12 講には、「心を形と動きへと解き放つ

ことによる道徳的・心的な（moralisch-seelisch）治療効果と、それが人間全体にもたらす遡及

効果」というタイトルが付されている。そこでは、オイリュトミーがもつ道徳教育的効果の

一例として、渦巻きを内側から外側へ向かって歩く動きが挙げられ、そこには「子ども達の

エゴイズムと闘う」という「治療教育的な意味」があると述べられている（ Steiner1994, 
S.214）。これは例えば、複数人で行うなかで「ねたみ（ neidisch）や誤った功名心（Ehrgeiz）
といった性質に対抗する対策」（ ebd.S.204）になるとされる「私とあなたの練習（ Ich-und-Du-
Übung）」（秦 2012、 113 頁）とはまた違った意味で道徳教育的なものであるということができ

るだろう。後者の場合、「人格」としての私が、同じく「人格」としての他者とのつながりの

なかで意識化されることで道徳的な変化が生じるとされるが、前者の場合は、「個人」として

の私が、「人格」としての私への過度の囚われから解放されて、その外部へと注意を向けるよ

うになる、という意味で道徳的な変化であると考えられるのである。この点については、シ

ュタイナー思想における「エゴイズム」概念の分析とともに詳細な検討が必要となる。
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